
第７回大島郡合併協議会会議次第 

 
日時：平成１５年５月２３日（金）午後２時～ 

場所：橘町総合センター 

 

１．開  会 

 

２．あいさつ 

 

３．会議 

（１）会議録署名委員の指名 

 

（２）報告事項 

   報告１ 新町名候補選定小委員会報告 

報告２ 新町事務所調査検討小委員会報告 

報告３ 新町建設計画策定小委員会報告 

 

（３）協議事項 

協議第１３号 （継続協議）農業委員会委員の定数及び任期の取扱いについて（協定項目１２） 

◎継続協議 

協議第２９号 （継続協議）介護保険事業の取扱いについて（協定項目２１） 

◎原案どおり確認されました。 

協議第３０号 （継続協議）消防防災の取扱いについて（協定項目２４－４） 

◎原案どおり確認されました。 

協議第３１号 （継続協議）社会福祉協議会の取扱いについて（協定項目２４－１０） 

◎原案どおり確認されました。 

協議第３２号 国民健康保険事業の取扱いについて（協定項目２０） 

◎継続協議 

協議第３３号 広報広聴の取扱いについて（協定項目２４－３） 

◎継続協議 

協議第３４号 姉妹都市・国際交流事業等の取扱いについて（協定項目２４－７） 

◎継続協議 

協議第３５号 納税関係の取扱いについて（協定項目２４－８） 

◎継続協議 

協議第３６号 環境対策の取扱いについて（協定項目２４－１５） 

◎継続協議 

協議第３7号 じんあい処理の取扱いについて（協定項目２４－１４） 

◎継続協議 

 

４．その他 

 

５．閉 会 
 



協議第１３号（継続協議） 

 

 

 

農業委員会委員の定数及び任期の取扱い（その３）について（協定項目７） 

 

 

 

農業委員会委員の定数及び任期の取扱い（その３）について、次のとおり提案する。 

 

 

 

新町に 1つの農業委員会を置き、４町の農業委員会の選挙による委員であった者

は、市町村の合併の特例に関する法律第8条第 1項第 1号の規定を適用し、合併後、

平成１７年７月１９日まで引き続き新町の農業委員会の選挙による委員として在

任する。 

 

 選挙による委員の定数は、３０人とする。 

 

農業委員会等に関する法律第１０条の２第２項及び第３項に規定する選挙区の設 

定、各選挙区の委員の定数は、新町において調整する。 

  

 

 

 

   平成１５年１月２８日提出 

   平成１５年４月３０日提出 

   平成１５年５月２３日提出（継続協議） 

 

 

  大島郡合併協議会 

   会 長  中 本 冨 夫 

 

 

 

   平成  年  月  日 確認 

 
 
 



参考） 
 
４町の経営耕地面積の動き 
                                                                    ha 
     年  
 町 １９９０ １９９５ ２０００ ２００５ 

久賀町 ３１０ ２５５ ２１３ ? 

大島町 ６２５ ５３９ ４２２ ? 

東和町 ５２３ ４０５ ３１８ ? 

橘 町 ５０４ ４２０ ３７３ ? 

大島郡 １,９６２ １,６１９ １,３２６ ? 

  
 １９９０／２０００の減少率 
 久賀町３１.３％   大島町３２.５％    東和町３９.２％  橘町２６.０％ 
 １９９５／２０００の減少率 
 久賀町１６.５％   大島町２１.７％    東和町２１.５％  橘町１１.２％ 
 
 
選挙人名簿登録者の動き 
 
    年  
町 ２００１ ２００２ ２００３ ２００４ ２００５ 

久賀町 ７８４ ７５０ ７３３ ？ ？ 

大島町 １,２５９ １,０２６ １,０３６ ？ ？ 

東和町 １,７１０ １,６８４ １,２１６ ？ ？ 

橘 町 ― １,０５２ ― ? ? 

   ＊橘町の１９９９年登録者数１,４７７ 
       
過去２年間の減少率（橘町は３年間）  
久賀町６.５％    大島町１７.７％     東和町２８.８％   橘町２８.７％ 
 
 



 

協議第２９号（継続協議） 

 

 

 

介護保険事業の取扱いについて（協定項目２１） 

 

 

 

介護保険事業の取扱いについて、次のとおり提案する。 

 

 

 

 

 

 

平成１５年４月３０日提出 

平成１５年５月２３日提出 

 

 

               大島郡合併協議会 

                会 長  中 本 冨 夫 

 

 

 

 

平成１５年５月２３日 確認     

 

１ 被保険者の資格管理等に係る事務については、周防大島広域連合の事務を、現行のと

おり新町に引き継ぐものとする。 

２ 介護認定審査会については、新町において新たに設置する。なお、周防大島広域連合

介護認定審査会は、合併の日の前日をもって廃止する。 

３ 保険給付の内容については、周防大島広域連合の事務を、現行のとおり新町に引き継

ぐものとする。 

４ 介護保険事業計画については、新町において、老人保健福祉計画と一体的に策定する。

５ 第1号被保険者の保険料については、現行のとおり新町に引き継ぐものとする。 

６ 第1号被保険者の普通徴収納期については、現行のとおり新町に引き継ぐものとする。



 

協議第３０号（継続協議） 

 

 

 

消防防災の取扱いについて（協定項目２４－４） 

 

 

 

消防防災関係事業の取扱いについて、次のとおり提案する。 

 

 

 

１ 防災会議については、合併時に新たに設置し、新町において地域防災計画を策定する。 

２ 防災関係事業については、新町において調整する。 

 

 

 

平成１５年４月３０日提出 

平成１５年５月２３日提出 

 

 

大島郡合併協議会 

会 長  中 本 冨 夫 

 

 

 

 

平成１５年５月２３日確認 

 

 

 

 



協議第３１号（継続協議） 
 

 

 

社会福祉協議会の取扱いについて（協定項目２４－１０） 
 

 

 

社会福祉協議会の取扱いについて、次のとおり提案する。 
 

 

 

１ 社会福祉協議会については、それぞれの事情を尊重しながら合併に向けて調整に

努める。 

２ 事業委託等については、社会福祉協議会の事情を尊重しながら調整に努める。 

 

 

 

平成１５年４月３０日提出 

平成１５年５月２３日提出 
 

 

  大島郡合併協議会 

                        会 長  中 本 冨 夫  

 

 

 

 

    平成１５年５月２３日 確認 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

協議第３２号 

 

 

 

国民健康保険事業の取扱いについて（協定項目２０） 

 

 

 

国民健康保険事業の取扱いについて、次のとおり提案する。 

 

 

 

１ 国民健康保険運営協議会については、新町において新たに設置する。 

２ 保険給付事業については、現行のとおり新町に引き継ぐものとする。 

３ 高額療養費貸付事業については、新町において統一する。 

４ 保健事業については、４町の事業の現状を踏まえ、４町で相違のあるものは合併時までに

調整するものとし、４町で相違のないものは、現行のとおり新町に引き継ぐものとする。 

 

 

 

平成１５年５月２３日提出（継続協議） 

 

 

                          大島郡合併協議会 

                           会 長  中 本 冨 夫 

 

 

 

 

平成  年  月  日 確認 

 

 

 

 

 



 

大島郡町合併協議会の調整内容                           参考資料       

協 議 事 項 ２０ 国民健康保険事業の取扱い 関 係 項 目  

調整の内容 

１ 国民健康保険運営協議会については、新町において新たに設置する。 

２ 保険給付事業については、現行のとおり新町に引き継ぐものとする。 

３ 高額療養費貸付事業については、新町において統一する。 

４ 保健事業については、４町の事業の現状を踏まえ、４町で相違のあるものは合併時までに調整するものとし、４町で相違のないものは、現行のとお

り新町に引き継ぐものとする。 

 

現        況 

久賀町 大島町 東和町 橘町 
調整の具体的内容 

 

久賀町国民健康保険運営協議会 

 委員構成  

被保険者代表  ３名 

  保険医又は薬剤師代表  ３名 

  公益代表 ３名    計９名 

 任期２年 

１３年９月１日～ 

１５年８月３１日 

  （公益代表１５年２月１７日 

       ～１７年２月１６日） 

   

保険給付事業 

 療養の給付   

  一部負担金      ３割 

   ３歳未満の乳幼児  ２割  

   ７０歳以上７５歳未満  

     低所得者    １割 

     一定以上所得者 ２割 
  

出産育児一時金 ３００，０００円 
  

葬祭費      １０，０００円 

 

 

大島町国民健康保険運営協議会 

 委員構成  

被保険者代表  ４名 

  保険医又は薬剤師代表  ４名 

  公益代表 ４名   計１２名 

 任期２年 

  １４年２月１９日～ 

       １６年２月１８日 

 

 

 

保険給付事業 

 療養の給付   

  一部負担金      ３割 

３歳未満の乳幼児  ２割  

   ７０歳以上７５歳未満  

     低所得者    １割 

     一定以上所得者 ２割 
  

出産育児一時金 ３００，０００円
  

葬祭費      １０，０００円

 

 

東和町国民健康保険運営協議会 

 委員構成  

被保険者代表  ４名 

  保険医又は薬剤師代表  ４名 

  公益代表 ４名   計１２名 

 任期２年 

  １５年４月１日～ 

       １７年３月３１日  

 

 

 

保険給付事業 

 療養の給付 

  一部負担金      ３割 

   ３歳未満の乳幼児  ２割  

７０歳以上７５歳未満  

     低所得者    １割 

     一定以上所得者 ２割 
 

出産育児一時金 ３００，０００円
 

葬祭費      １０，０００円

 

橘町国民健康保険運営協議会 

 委員構成  

被保険者代表  ３名 

  保険医又は薬剤師代表  ３名 

  公益代表 ３名    計９名 

 任期２年 

  １３年１０月２０日～ 

      １５年１０月１９日 

 

 

 

保険給付事業 

療養の給付     

一部負担金      ３割 

３歳未満の乳幼児  ２割 

７０歳以上７５歳未満 

低所得者    １割 

一定以上所得者 ２割 
 

出産育児一時金 ３００，０００円
 

葬祭費      １０，０００円

 

 

新町において、新た

に設置する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現行のとおり新町に

引き継ぐものとす

る。 

 



 

大島郡町合併協議会の調整内容                           参考資料       

協 議 事 項 ２０ 国民健康保険事業の取扱い 関 係 項 目  

調整の内容 

１ 国民健康保険運営協議会については、新町において新たに設置する。 

２ 保険給付事業については、現行のとおり新町に引き継ぐものとする。 

３ 高額療養費貸付事業については、新町において統一する。 

４ 保健事業については、４町の事業の現状を踏まえ、４町で相違のあるものは合併時までに調整するものとし、４町で相違のないものは、現行のとお

り新町に引き継ぐものとする。 

 

現        況 

久賀町 大島町 東和町 橘町 
調整の具体的内容 

 

高額療養費貸付事業 

久賀町社会福祉協議会が実施 

 貸付金額 高額療養費相当額以内 

 

 

 

保健事業 

 人間ドッグ一部助成 

 対象者 国保の被保険者で、４月

１日現在４０歳～４５歳の者 

  単価     ４，３５８円 

 

 

 

 

 

 

 

 

医療費通知     年 ６ 回 

 

エイズ予防パンフレット配布 

            年１回 

 

高額療養費貸付事業 

大島町社会福祉協議会が対応 

 貸付金額 高額療養費相当額以内 

出資金  ４００万円   

 

 

保健事業 

 人間ドッグ一部助成 

 対象者 国保の被保険者で、４月

１日現在４０歳～４５歳の者

  単価     ４，３５８円 

 

脳ドッグ検診 

 対象者 ９月１日現在満５０歳

の者 

 委託料等 

１件あたり ３３，０００円 

 （自己負担   １,０００円）

 

医療費通知     年 ６ 回 

 

高額療養費貸付事業 

東和町社会福祉協議会が実施 

貸付金額 高額療養費相当額の９

割の額以内 

 

 

保健事業 

 人間ドッグ一部助成 

 対象者 国保の被保険者で、４月

１日現在４０歳～４５歳の者

 単価     ４，３５８円 

 

 

 

 

 

 

 

 

医療費通知     年 ６ 回 

 

エイズ予防パンフレット配布 

（被保険証更新時配布 年１回） 

 

高額療養費貸付事業 

橘町が実施 

貸付金額  高額療養費相当額の

９割の額以内におい

て、町長が定める 

 

保健事業 

 人間ドッグ一部助成 

 対象者 国保の被保険者で、４月

１日現在４０歳～４５歳の者

 単価     ４，３５８円 

 

 

 

 

 

 

 

 

医療費通知     年 ６ 回 

 

エイズ予防パンフレット配布 

           年１回 

 

新町において統一す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

大島郡町合併協議会の調整内容                           参考資料       

協 議 事 項 ２０ 国民健康保険事業の取扱い 関 係 項 目  

調整の内容 

１ 国民健康保険運営協議会については、新町において新たに設置する。 

２ 保険給付事業については、現行のとおり新町に引き継ぐものとする。 

３ 高額療養費貸付事業については、新町において統一する。 

４ 保健事業については、４町の事業の現状を踏まえ、４町で相違のあるものは合併時までに調整するものとし、４町で相違のないものは、現行のとお

り新町に引き継ぐものとする。 

 

現        況 

久賀町 大島町 東和町 橘町 
調整の具体的内容 

 

健康者及び健康家庭の表彰 

  対象者 

   国保税完納者であり、被表彰時

に国保加入世帯で、下記の何れ

かに該当する者（世帯） 

①７０歳以上の者を含む被保

険者の属する世帯全員（被保険

者のみ）が、前年度に医療機関

等において療養給付を受けな

かった世帯で、なおかつ介護保

険サービスを受けなかった世

帯 

②７０歳以上の者で、前年度に

医療機関等において療養給付

を受けなかった者で、なおかつ

介護サービスを受けなかった

者 

③７０歳以上の者で、前年度に

連続して６ヶ月医療機関にお

いて療養給付を受けなかった

者で、なおかつ介護保険サービ

スを受けなかった者 

 記念品贈呈（物品） 

 

 

無受診（５年間）表彰 

 対象者 

①５年間、町国保の被保険者世

帯であって、療養給付を受け

なかった世帯で、当該期間中

に国保税を完納している世

帯の世帯主 

②５年間、町老人医療による療

養給付を受けなかった町老

人医療受給者（国保による表

彰対象者を除く。） 

記念品贈呈（商品券） 

 

 

 

 

 

 

 

 

無受診完納世帯報償 

 対象者 

  前年度に国保の被保険者全員

が、療養給付を受けていない世

帯であって、当該期間内にその

年度の国保税を完納し、下記に

該当する世帯 

   ①当該期間に国保の被保険者

であった世帯 

   ②被表彰時に国保の加入世帯

であること 

記念品贈呈（健康物品） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                  大島郡町合併協議会の調整内容                           参考資料 

協 議 事 項 ２０ 国民健康保険事業の取扱い 関 係 項 目  

調整の内容 

１ 国民健康保険運営協議会については、新町において新たに設置する。 

２ 保険給付事業については、現行のとおり新町に引き継ぐものとする。 

３ 高額療養費貸付事業については、新町において統一する。 

４ 保健事業については、４町の事業の現状を踏まえ、４町で相違のあるものは合併時までに調整するものとし、４町で相違のないものは、現行のとお

り新町に引き継ぐものとする。 

 

現        況 

久賀町 大島町 東和町 橘町 
調整の具体的内容 

 

久賀町いきいきフェスティバル 

 年１回     １１月開催 

 

 国保保健福祉健康まつり 

  年１回      ５月開催 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国保なかよし料理教室 

  健康づくり推進活動の一環とし

て、食生活の知識を深め、調理へ

の関心を高めるとともに、グルー

プづくり・友達づくりを行う 

 

東和町健康まつり 

年１回     １１月開催 

 

東和さわやか健康教室 

 対象者   町内高齢者 

 実施場所  遊湯ランド 

 

機関紙「すこやかこくほ」 

年４回発行 

 

 

 

 

 たちばな健康まつり 

  年１回    １０月開催 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

先進市事例 

■周南市 

 

 

■大崎上島町 

 

 

■さぬき市 

（１）保険税は、国民健康保険事業の健全で円滑な運営を確保することができる額に統一を図る。 

 （２）納税義務の発生、消滅等に伴う賦課及び督促手数料、保険給付事業、疾病予防については、現

行のとおりとする。 

（３）軽減割合は、７割軽減・５割軽減・２割軽減を適用することとする。 

 （４）納期は、保険税額を考慮し、適正な納期で統一する。 

 （５）納期前納付報奨金は廃止で統一する。 

 （６）国保運営協議会は、新市において新たに設置する。 

 （７）保健事業と健康教育については、現在実施している町に準じて、新市においても行うこととす

る。ただし、実施内容については、統一を図る。 

 （８）人間ドッグ補助は、新市においても実施する。ただし、実施形態及び補助額等については、統

一を図る。 

 （９）財政調整基金は、合併時に全額を持ち寄る。 

 （１０）高額療養費資金貸付については、新市においても実施する。 

    なお、基金の額は、１５，０００，０００円とし、貸付額は、現行のとおりとする。 

 

２市２町で差異のある国民健康保険制度については、次のとおり取り扱うものとする。 

（１）賦課形態は、徳山市の例により、保険料とする。 

（２）賦課方式は、熊毛町の例により均等割、平等割、所得割の３方式とする。 

（３）賦課割合は、現行の平準化方式とし、料率を統一する。ただし、急激な負担増に配慮し、財

政支援措置を講ずることとするが、金額は財政計画で定めることとし、期間については３年

限度を目安とする。 

（４）納付回数は、現行のまま新市に引き継ぐ。ただし、納期については、別に調整する。 

（５）納入（納税）組合は、廃止の方向で検討する。 

（６）任意給付、はり・きゅう施術費の支給は、徳山市、新南陽市の例により調整する。 

（７）人間ドック健診費助成は、熊毛町の例により調整する。 

（８）高額療養費貸付は、徳山市の例により調整する。 

（９）国民健康保険診療所は、現行のまま新市に引き継ぐ。 

（１０） 介護分の保険料は、国民健康保険料(医療分)の取扱いに準じ調整する。 

（１）国保運営協議会については、新町において調整する。 

（２）保険給付の取扱いについては、現行のとおり新町に引き継ぐ。 

（３）高額療養費の取扱いについては、現行のとおり新町に引き継ぐ。 

（４）被保険者証の更新については、新町において更新する。 

（５）滞納世帯の被保険者証の更新については、現行のとおり新町に引き継ぐ。 

（６）国民健康保険税（医療保険分）の取扱いについては、合併時までに急激な負担増とならない

ように税率を定め、納期は木江町に合わせ、８期とする。 

（７）国民健康保険税（２号介護保険者分）の取扱いについては、合併時までに急激な負担増とな

らないように税率を定め、納期は木江町に合わせ、８期とする。 



 

 

 

■東かがわ市 

 

 

(1)保険給付事業の一部負担金及び出産育児一時金については、３町に相違がないため、現行どお

り新町に引き継ぎ、葬祭費については、４０，０００円とする。 

(2)保健事業については、現行どおり引き継ぎ、新町において調整する。 

(3)事務システムについては、３町とも異なっており、電算システムの調整内容による取扱いとす

る。 



 

協議第３３号 

 

 

 

広報広聴の取扱いについて（協定項目２４－３） 

 

 

 

広報広聴の取扱いについて、次のとおり提案する。 

 

 

 

１ 新町において、広報紙を発行する。 

      なお、発行日、発行回数及び配布方法は、合併時までに調整する。 

２ 新町において、ホームページを開設する。 

３ その他の広報広聴関係事業については、新町において調整する。 

 

 

 

平成１５年 ５月２３日提出（継続協議） 

 

 

 

大島郡合併協議会 

会 長 中 本 冨 夫 

 

 

 

 

平成  年  月  日 確認 



 

 

大島郡合併協議会の調整内容                                   参考資料 

協 議 事 項 ２４ 各種事務事業の取扱い 関 係 項 目 ２４－３ 広報広聴の取扱い 

調整の内容 

１ 新町において、広報紙を発行する。 

   なお、発行日、発行回数及び配布方法は、合併時までに調整する。 

２ 新町において、ホームページを開設する。 

３ その他の広報広聴関係事業については、新町において調整する。 

 

現           況 

事務事業名 久賀町 大島町 東和町 橘町 
具体的な調整方法 

広報紙の発行 広報紙名 広報くか ふれあい 

発 行 日 毎月10日以降の直近の木曜日

発行 

サ イ ズ Ａ4版 

ページ数 原則16Ｐ（増減あり） 

発行部数 3000部 

配布方法 

 町内 : 職員が自治会長宅へ配布 

            （全戸配布） 

 町外 : 郵送 

広報紙名 広報おおしま 

発 行 日 毎月第3水曜日発行 

 

サ イ ズ Ａ4版 

ページ数 原則12Ｐ（増減あり） 

発行部数 4200部 

配布方法 

 町内 : 職員が行政協力員宅へ配布 

            （全戸配布） 

 町外 : 郵送 

広報紙名 とうわ広報 

発 行 日 毎月10日以降の 

直近の木曜日発行 

サ イ ズ Ａ4版 

ページ数 原則12Ｐ（増減あり） 

発行部数 4200部 

配布方法 

 町内 : 職員が駐在員宅へ配布 

     一部地域は郵送 （全戸配布）

 町外 : 郵送 

広報紙名 広報たちばな 

発 行 日 毎月15日発行 

 

サ イ ズ Ａ4版 

ページ数 原則12Ｐ（増減あり） 

発行部数 3800部 

配布方法 

 町内 : 職員が区長宅または連絡員宅へ

配布 離島は郵送（全戸配布）

 町外 : 郵送 

新町において、広報紙を

発行する。 

 なお、発行日、発行回

数及び配布方法は、合併

時までに調整する。 

ホームページ 開設 平成８年４月 

データ更新は担当職員が行う 

内容 

 新着情報 

 今日の久賀町 

 生涯学習ネットワーク運用 

 大島郡合併協議会 

 久賀町からのメッセージ 

 久賀町の観光案内 

 パーチャル広報 

 グリーンステイ長浦情報 

 コミュニケーション広場 

 久賀町へのアクセス 

 行事のご案内 

 久賀町の自然 

 八幡生涯学習のむら情報 

 パーチャル町人会 

 リンク 

 元気（ふるさと情報誌） 

 

なし 開設 平成１４年３月 

データ更新は担当職員が行う 

        （一部業務委託あり） 

内容 

 まちの概要 

 くらしのガイドブック 

 年間行事予定 

 リンク 

 ＴＯＰＩＣＳ 

 観光 

 宮本常一データベース 

 とうわ広報 

 東和ふるさと通信 

 なぎさ水族館だより 

 各種申請様式ダウンロード 

開設 平成１１年４月 

データ更新は担当職員が行う 

内容 

 新着情報 

 橘町役場の活動内容等 

 地域情報 

 季節情報 

 プレゼント 

 掲示板 

 リンク 

 メールポスト 

 広報ダウンロード 

 更新情報 

新町において、ホームペ

ージを開設する。 



 

 

大島郡合併協議会の調整内容                            参考資料 

協 議 事 項 ２４ 各種事務事業の取扱い 関 係 項 目 ２４－３ 広報広聴の取扱い 

調整の内容 

１ 新町において、広報紙を発行する。 

   なお、発行日、発行回数及び配布方法は、合併時までに調整する。 

２ 新町において、ホームページを開設する。 

３ その他の広報広聴関係事業については、新町において調整する。 

 

現           況 

事務事業名 久賀町 大島町 東和町 橘町 
具体的な調整方法 

広聴関係 町政への提言箱 公聴会の実施 地域座談会の実施 公聴会の実施 新町において速やかに調整す

る。 

町勢要覧 町勢要覧の内容 

 概要編（リーフレット版） 

発  行 平成９年度 

 （平成14年度に統計データのみ作成し

    リーフレットに差込んでいる） 

サ イ ズ Ａ４版 

ページ数 ８ページ 

作成部数 ５０００部 

町勢要覧の内容 

 概要・統計資料編 

発  行 平成１２年度 

サ イ ズ Ａ４版 

ページ数 ３５ページ 

作成部数 ３０００部 

町勢要覧の内容 

 本編 

 本編ダイジェスト版 

 資料編 

発  行 平成８年度 

サ イ ズ  

本編 Ａ４版 

本編ダイジェスト版 Ｂ５版 

資料編 Ａ４版 

ページ数 

本編 ４４ページ 

本編ダイジェスト版 ２０ページ 

資料編 １６ページ 

作成部数 各２０００部 

町勢要覧の内容 

 本編 

 資料編 

発  行 平成８年度 

サ イ ズ  

本編 Ａ４版 

資料編 Ａ４版 

ページ数 

本編 ３２ページ 

資料編 １４ページ 

作成部数 各５０００部 

新町において速やかに調整す

る。 

ふるさと情報紙 

（町外向け広報

紙） 

広報紙名 ふるさとのたより久賀 

発 行 日 年１回 ７月発行 

サ イ ズ Ａ4版 

ページ数 原則12Ｐ（増減あり） 

発行部数 2200部 

配布方法 

 町内 :各世帯回覧 

 町外 : 出身者へ郵送 

 広報紙名 ふるさと通信 

発 行 日 年３回 3.8.12月発行 

サ イ ズ Ａ4版 

ページ数 原則8Ｐ 

発行部数 1100部 

配布方法 

 町外 : 町人会員等へ郵送 

 会費 ：年500円 

広報紙名 ふるさとの情報紙たちばなし 

発 行 日 年２回 9.3月発行 

サ イ ズ Ａ4版 

ページ数 原則10Ｐ（増減あり） 

発行部数 500部 

配布方法 

 町外 : 町人会員等へ郵送 

 会費 ：年200円 

新町において、広報紙を発行

する。 

 なお、発行日、発行回数及

び配布方法は、合併時までに

調整する。 



 

 

先進市事例 

 

 

■さいたま市 

 

■篠山市 

①広報の発行回数は、丹南町の例により、発行日については、篠山町の例によるものとし、配付方法は合併時に調整

するものとする。 

②防災行政無線等の情報通信については、現行のとおりとする。 

相談業務については、新町において、現行の相談業務が実施できるよう調整する。 

 

①広報誌等の広報事業については、合併時に統合し、引き続き情報の提供に努める。 

②市民提案制度等の公聴事業については、合併後速やかに充実を図るものとする。 



 

協議第３４号 

 

 

 

姉妹都市・国際交流事業等の取扱いについて（協定項目２４－７） 

 

 

 

姉妹都市・国際交流事業等の取扱いについて、次のとおり提案する。 

 

    

 

 

平成１５年 ５月２３日提出（継続協議） 

 

 

 

大島郡合併協議会 

会 長 中 本 冨 夫 

 

 

 

 

 平成  年  月  日 確認  

 

１ 各町の国内交流については、交流先自治体の合併状況により今後新町において調整に努

めるものとする。 

２ ２ 姉妹縁組・友好交流意向書を締結している都市については、現行のとおり新町に引き継ぐ

  ものとする。 



 

大島郡合併協議会の調整内容                                   参考資料 

協 議 事 項 ２４ 各種事務事業の取扱い 関 係 項 目 ２４－７ 姉妹都市・国際交流事業等の取扱い 

調整の内容 
１． 各町の国内交流については、交流先自治体の合併状況により今後新町において調整に努める。 

２． 姉妹縁組・友好交流意向書を締結している都市については、現行のとおり新町に引き継ぐものとする。 

 

現        況 

事務事業名 久賀町 大島町 東和町 橘 町 
具体的な調整方法 

国内交流 ・ 海の子山の子都会の子交流事業 

 育つ環境の異なる海、山、都会の子

供たちがお互いの様々な生活様式や

異なる文化を学び、その中からふるさ

との良さを再認識して、ふるさと定住

をめざすことを目的とする。 

平成１０年度から実施。これまで近県

サッカー大会、北海道早来町との太鼓

交流、西宮サッカースクールとの交流

など実施。 

・ 全国大島リンク会議 

 平成３年２月に第１回全国大島リ

ンク会議を実施。全国大島７町村が参

加。 

 一堂に会し、友好を深めると共に地

域おこしについて情報交換を行いな

がら、活力あるまちづくりをめざす。

Ｈ１５年、１６年が最後のリンク会議

となる。 

・ 全国東和町推進協議会 

 全国東和サミット等を開催し、全国

東和町の末永い友好と交流を深める

と共に、それぞれの地域活性化に資す

ることを目的とする。 

 

・ 倉橋、中島、東和三町交流 

 東和町・中島町・倉橋町三町連携交

流会を開催し、県境を越え、相互の補

充、・補完関係や役割分担が行えるよ

うになることで、地域が抱える様々な

問題の解決につながることを期待し、

目的とする。 

  交流先自治体の

合併状況により今

後新町において調

整に努める。 

国際交流 ・ 姉妹島米国ハワイ州カウアイ島（姉妹縁組） 

１９６３年、カウアイ島と姉妹縁組を締結。以来、首長・市民の相互訪問を実施。 

主な交流は、以下のとおり。 

：カウアイ日本文化祭へ参加 

：カウアイサマースクールへの高校生の派遣 

：大島郡イベントへのフラダンスチームの参加 

 

・ 中華人民共和国安徽省銅陵市 

１９９６年４月、安徽省銅陵市と友好交流意向書を締結。 

主な交流は、以下のとおり。 

：文化交流展、物産展の開催 

：市民の相互訪問 

：ホテル関係者の視察交流の受け入れ 

 現行のとおり新

町に引き継ぐ。 



 

先進市事例 

 

 

■さぬき市 

 

■篠山市 

①姉妹都市については、新市に引き継ぐ。 

 

■西東京市 

 

①姉妹都市及び友好交流都市については、現行のとおり新市に引き継ぐものとする。 

①国際交流については、合併後も現行の内容を継続して実施する。姉妹都市交流については合併後も継続する。 



 

協議第３５号 

 

 

 

納税関係の取扱いについて（協定項目２４－８） 

 

 

 

納税関係の取扱いについて、次のとおり提案する。 

 

 

１ 申告相談受付事務については、新町において調整する。 

２ 山口県東部地方税整理組合については、新町において新たに加入する。 

  ３ その他の納税関係事務については、次の区分により調整する。 

（１）現行のとおり新町に引き継ぐもの 

（２）合併時に統一するもの    

（３）新町において調整するもの 

 

 

 

平成１５年 ５月２３日提出（継続協議） 

 

大島郡合併協議会 

会 長   中 本 冨 夫 

 

 

 

平成  年  月  日確認  

 

 



 

 

                                   大島郡合併協議会の調整内容                                          参考資料 

協 議 事 項 ２４ 各種事務事業の取扱い 関 係 項 目 ２４－８ 納税関係の取扱い 

調整の内容 

１ 申告相談受付事務については、新町において調整する。            （①申告相談受付事務） 

２ 山口県東部地方税整理組合については、新町において新たに加入する。（②山口県東部地方税整理組合） 

 ３ その他の納税関係事務については、次の区分により調整する。 

（１）現行のとおり新町に引き継ぐもの                 （③納期前全納報奨金   ④督促手数料  ⑥各種証明手続き事務） 

（２）合併時に統一するもの                      （⑤口座振替  ⑦証明・閲覧等手数料  ⑧臨時運行許可申請手数料） 

（３）新町において調整するもの                       （⑨各種税務関係補助金） 

 

現           況 

事務事業名 久賀町 大島町 東和町      橘町 
具体的な調整方法 

①申告相談

受付事務 

・所得税申告期間中の対応 

 会場 出張申告 8か所 
（確定申告 1日含む） 

役場税務課等で対応 

・所得税申告期間中の対応 

 会場 出張申告 20か所 
（確定申告 1日含む） 

役場税務課等で対応  

・所得税申告期間中の対応 

 会場 出張申告 19か所 
（確定申告 1日含む） 

役場税務課等で対応 

・所得税申告期間中の対応 

 会場 出張申告 17か所 
    （確定申告 1日含む）

役場税務課等で対応 

新町において調整する。 

②山口県東

部地方税整

理組合 

・加入状況（17町村） 加入 
 （山口県岩国総合庁舎 岩国市） 

・共同処理事務  

 徴税・滞納処分の実施等 

 納税の普及・組合員の教育 

・負担金 
13年度負担金額   1,404,000円 

・加入状況（17町村） 加入 
（山口県岩国総合庁舎 岩国市） 

・共同処理事務 

徴税・滞納処分の実施等 

 納税の普及・組合員の教育 

・負担金 
13年度負担金額   2,258,000円

・加入状況（17町村） 加入 
（山口県岩国総合庁舎 岩国市） 

・共同処理事務 

徴税・滞納処分の実施等 

 納税の普及・組合員の教育 

・負担金 
13年度負担金額   1,288,000円

・加入状況（17町村） 加入 
（山口県岩国総合庁舎 岩国市） 

・共同処理事務 

徴税・滞納処分の実施等 

 納税の普及・組合員の教育 

・負担金 
13年度負担金額   1,447,000円 

新町において新たに加入する。 

③納期前全

納報奨金 

・交付対象税目 

 個人町県民税・固定資産税 

・交付率 

 2期の税額×0.5／100×納期

前の月数（10円未満は切捨て） 

・前納時期等 

 第1期納期限中に全納期の税

額を納付場合 

・交付限度税額 

 25万円 

・交付対象税目 

 個人町県民税・固定資産税 

・交付率 

 2期の税額×0.5／100×納期

前の月数（10円未満は切捨て）

・前納時期等 

 第1期納期限中に全納期の税

額を納付場合 

・交付限度税額 

 25万円 

・交付対象税目 

 個人町県民税・固定資産税 

・交付率 

 2期の税額×0.5／100×納期

前の月数（10円未満は切捨て）

・前納時期等 

 第1期納期限中に全納期の税

額を納付場合 

・交付限度税額 

 25万円 

・交付対象税目 

 個人町県民税・固定資産税 

・交付率 

 2期の税額×0.5／100×納期

前の月数（10円未満は切捨て）

・前納時期等 

 第1期納期限中に全納期の税

額を納付場合 

・交付限度税額 

 25万円 

４町に相違がないので、現行のとおり

新町に引き継ぐ。 

 

 

 

④督促手数

料 

 

 

・督促手数料 

 1通につき100円 

・督促状の発布 

 納期限後20日以内 

・督促手数料 

 1通につき100円 

・督促状の発布 

 納期限後20日以内 

・督促手数料 

 1通につき100円 

・督促状の発布 

納期限後20日以内 

・督促手数料 

 1通につき100円 

・督促状の発布 

納期限後20日以内 

 

○４町に相違がないので、現行のとお

り新町に引き継ぐ。 



 

 

 

大島郡合併協議会の調整内容 

協 議 事 項 ２４ 各種事務事業の取扱い 関 係 項 目 ２４－８ 納税関係の取扱い 

調整の内容  

 

現           況 

事務事業名 久賀町 大島町 東和町 橘町 
具体的な調整方法 

⑤口座振替 ・振替 

 振替は指定する日 

 媒体はＦＤベース 

・対象税目 

 町県民税・固定資産税 

 軽自動車税・国民健康保険税 

 

・口座振替金融機関 

山口銀行 

ＪＡ山口大島農協 

郵便局 

西京銀行 

 

 

・振替手数料 

 1件 10円（消費税込み） 
（ただし、郵便局は1件 30円） 

 

・振替 

 振替は指定する日 

 媒体はＦＤベース 

・対象税目 

 町県民税・固定資産税 

 軽自動車税・国民健康保険税

 

・口座振替金融機関 

山口銀行 

ＪＡ山口大島農協 

郵便局 

西京銀行 

 

 

・振替手数料 

 1件 10円（消費税込み） 
 （ただし、郵便局は1件 30円） 

・振替 

 振替は指定する日 

 媒体はＦＤベース 

・対象税目 

 町県民税・固定資産税 

 軽自動車税・国民健康保険税

 

・口座振替金融機関 

山口銀行 

ＪＡマルトウ東和町農協 

郵便局 

 

東和町漁協 

 

・振替手数料 

 1件 10円（消費税込み） 
 （ただし、郵便局は1件 30円） 

・振替 

 振替は指定する日 

 媒体はＦＤベース 

・対象税目 

 町県民税・固定資産税 

 軽自動車税・国民健康保険税

 

・口座振替金融機関 

山口銀行 

ＪＡ山口大島農協 

郵便局 

 

 

 

・振替手数料 

 1件 10円（消費税込み） 
 （ただし、郵便局は1件 30円） 

合併時に統一する。 

⑥各種証明

手続き事務 

・申請書に印鑑必要 

・本人確認は、住所、氏名 

・同居確認 

・本人又は同居の家族以外は委

任状又は承諾書が必要 

 

・時間外交付は、していない。 

 

 

・申請書に印鑑必要 

・本人確認は、住所、氏名 

・同居確認 

・本人又は同居の家族以外は委

任状又は承諾書が必要 

 

・時間外交付は、していない。

 

・申請書に印鑑必要 

・本人確認は、住所、氏名 

・同居確認 

・本人又は同居の家族以外は委

任状又は承諾書が必要 

 

・時間外交付はしていない 

 

・申請書に印鑑必要 

・本人確認は、住所、氏名 

・同居確認 

・本人又は同居の家族以外は委

任状又は承諾書が必要 

 

・時間外交付はしていない 

 

 

４町に相違がないので、現行のとおり

新町に引き継ぐ。 



 

 

 

大島郡合併協議会の調整内容 

協 議 事 項 ２４ 各種事務事業の取扱い 関 係 項 目 ２４－８ 納税関係の取扱い 

調整の内容  

現           況 具体的な調整方法 

事務事業名 久賀町 大島町 東和町 橘町  

⑦証明・閲覧

等手数料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑧臨時運行

許可申請手

数料 

⑨各種税務

関係補助金 

 

 

税務証明・閲覧等手数料 

所得証明書        1件 200円

 課税証明書        1件 200円

 納税証明書        1件 200円

 固定資産評価証明書等1件200円

 固定資産公課証明書 1件 200円

 固定資産評価通知書        無料

（法務局提出用）        

 営業証明書     1件  200円

 諸公簿閲覧    1件  200円

住宅家屋軽減措置証明 

（登録免許税用）  1件1,300円

軽自動車納税証明  1件  無料

 諸証明及び諸副申書 1件 200円

 土地境界等実地調査 1件 500円

 土地建物異動申請書等 

実地測量を伴うもの  1件  1,200円

その他のもの           1件  500円

 

交付手数料（公図等）1件 200円

  

臨時運行許可申請手数料 

           1両 750円

 

青色申告会補助金 14年度 190,000円

 

税務証明・閲覧等手数料 

所得証明書        1件 200円

 課税証明書        1件 200円

 納税証明書        1件 200円

 固定資産評価証明書等1件200円

 固定資産公課証明書 1件 200円

 固定資産評価通知書        無料

（法務局提出用）        

 営業証明書     1件  200円

 諸公簿閲覧    1件  200円

住宅家屋軽減措置証明 

（登録免許税用）  1件1,300円

軽自動車納税証明  1件  無料

 諸証明及び諸副申書 1件 200円

 土地境界等実地調査  1件  500円

 土地建物異動申請書等 

実地測量を伴うもの  1件  1,000円

その他のもの           1件  500円

 

交付手数料（公図等）1件 200円

  

臨時運行許可申請手数料 

          1両 750円

 

青色申告会補助金 14年度  72,000円

たばこ小売組合補助 14年度  65,000円

 

 

税務証明・閲覧等手数料 

所得証明書        1件 200円

 課税証明書        1件 200円

 納税証明書        1件 200円

 固定資産評価証明書等1件200円

 固定資産公課証明書 1件 200円

 固定資産評価通知書        無料

（法務局提出用）        

 営業証明書     1件  200円

 諸公簿閲覧    1件  200円

住宅家屋軽減措置証明 

（登録免許税用）  1件1,300円

軽自動車納税証明  1件  無料

 諸証明及び諸副申書 1件 200円

 土地境界等実地調査 1件 500円

  

 

 

 

交付手数料（公図等） 1件 200円

 

 

 

 

青色申告会補助金14年度  140,000円

たばこ小売組合補助金 14年度から廃止

柑橘資料作成補助金 14年度 60,000円

 

税務証明・閲覧等手数料 

所得証明書        1件 200円

 課税証明書        1件 200円

 納税証明書        1件 200円

 固定資産評価証明書等1件200円

 固定資産公課証明書 1件 200円

 固定資産評価通知書        無料

（法務局提出用）        

  

  

住宅家屋軽減措置証明 

（登録免許税用）  1件1,300円

軽自動車納税証明  1件  無料

 諸証明       1件 200円

 

 

 

 

 

交付手数料（公図等） 1件 200円

 

 

 

 

青色申告会補助金 14年度  69,000円

 

 

 

○久賀町の例による。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○久賀町及び大島町

の例による。 

 

○新町において調整

する。 

 



 

 

 

（表１） 平成１３年度久賀町・大島町・東和町及び橘町の町税の状況（現年課税分） 

 

 

 区分 久賀町   大島町 東和町 橘町  合 計 

113,866千円 175,069千円 106,876千円 132,279千円 528,090千円

110,904千円 173,137千円 103,390千円 129,827千円 517,258千円

  2,962千円   1,932千円   3,486千円   2,452千円  10,832千円
個人町民税 

調定額 

収納額 

未収額 

収納率 
97.4％ 98.9％ 96.7％ 98.1％ 98.0％

27,507千円 20,650千円 19,392千円 35,712千円 103,261千円

27,129千円 20,600千円 19,153千円 35,452千円 102,334千円

   378千円     50千円    239千円    260千円     927千円
法人町民税 

調定額 

収納額 

未収額 

収納率 
98.6％ 99.8％ 98.8％ 99.3％ 99.1％

148,205千円 219,366千円 177,319千円 150,607千円 695,497千円

144,434千円 216,183千円 176,004千円 147,737千円 684,358千円

  3,771千円   3,183千円   1,315千円   2,870千円  11,139千円
固定資産税 

調定額 

収納額 

未収額 

収納率 
97.5％ 98.6％ 99.3％ 98.1％ 98.4％

8,933千円 14,021千円 7,951千円 11,112千円 42,017千円

8,755千円 13,549千円 7,868千円 10,957千円 41,129千円

  178千円    472千円    83千円    155千円    888千円
軽自動車税 

調定額 

収納額 

未収額 

収納率 
98.0％ 96.6％ 99.0％ 98.6％ 97.9％

20,172千円 30,480千円 20,444千円 27,950千円 99,046千円

20,172千円 30,480千円 20,444千円 27,950千円 99,046千円

     0千円      0千円       0千円      0千円      0千円
町たばこ税 

調定額 

収納額 

未収額 

収納率 
100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％

2,470千円 5,166千円 158千円 1,382千円 9,176千円

342千円 1,217千円 158千円 1,317千円 3,034千円

2,128千円 3,949千円   0千円    65千円 6,142千円
特別土地保有税 

調定額 

収納額 

未収額 

収納率 
13.9％ 23.6％ 100.0％ 95.3％ 33.1％

－ 4,091千円 2,488千円 － 6,579千円

－ 4,091千円 2,488千円 － 6,579千円

－     0千円     0千円 －     0千円
入湯税 

調定額 

収納額 

未収額 

収納率 
－ 100.0％ 100.0％ － 100.0％

321,153千円 468,843千円 334,628千円 359,042千円 1,483,666千円

311,736千円 459,257千円 329,505千円 353,240千円 1,453,738千円

  9,417千円   9,586千円  5,123千円   5,802千円    29,928千円
計 

調定額 

収納額 

未収額 

収納率 
97.1％ 98.0％ 98.5％ 98.4％ 98.0％

 

 

 

 区分 久賀町   大島町 東和町 橘町  合 計 

158,352千円 235,899千円 193,631千円 205,974千円 793,856千円

152,734千円 226,738千円 189,676千円 198,153千円 767,301千円

  5,618千円  9,161千円   3,955千円   7,821千円  26,555千円

 
国民健康保険税税 

 

調定額 

収納額 

未収額 

収納率 

 
96.5％ 96.1％ 98.0％ 96.2％ 96.7％

 



 

 

 

（表１） 平成１３年度久賀町・大島町・東和町及び橘町の町税の状況（滞納繰越分） 

 

 

 区分 久賀町   大島町 東和町 橘町  合 計 

  5,363千円  10,936千円     844千円   6,572千円  23,715千円

    771千円   1,257千円     246千円     808千円   3,082千円個人町民税 
調定額 

収納額 

収納率 
14.4％ 12.7％ 29.1％ 12.3％ 13.0％

   288千円    310千円      0千円     50千円     648千円

    50千円      0千円      0千円      0千円      50千円法人町民税 
調定額 

収納額 

収納率 17.3％  0.0％  0.0％  0.0％  7.7％

  5,622千円  11,430千円   1,904千円   5,274千円  24,230千円

    507千円   1,642千円     375千円     431千円   2,955千円固定資産税 
調定額 

収納額 

収納率 
 9.0％ 14.7％ 19.7％  8.2％ 12.2％

  732千円  1,544千円   133千円    437千円  2,846千円

  163千円    227千円    22千円     39千円    451千円軽自動車税 
調定額 

収納額 

収納率 
22.3％ 16.4％ 16.5％  8.9％ 15.8％

     0千円      0千円      0千円      0千円      0千円

     0千円      0千円      0千円      0千円      0千円町たばこ税 
調定額 

収納額 

収納率 
  0.0％   0.0％   0.0％   0.0％   0.0％

2,051千円 5,849千円   0千円   204千円 8,104千円

  0千円     0千円   0千円     0千円     0千円特別土地保有税 
調定額 

収納額 

収納率 
 0.0％  0.0％   0.0％  0.0％  0.0％

－     0千円     0千円 －     0千円

－     0千円     0千円 －     0千円入湯税 
調定額 

収納額 

収納率 
－   0.0％   0.0％ －   0.0％

 14.056千円  30,069千円   2,881千円  12,537千円    59,543千円

  1,491千円   3,126千円     643千円   1,278千円     6,538千円計 
調定額 

収納額 

収納率 
10.6％ 11.9％ 22.3％ 10.2％ 11.0％

 

 

 

 区分 久賀町   大島町 東和町 橘町  合 計 
調定額  23,108千円  33,930千円   7,025千円  21,918千円  85,981千円
収納額   3,186千円   6,847千円   2,155千円   2,701千円  14,889千円

 
国民健康保険税税 

収納率 13.79％ 22.8％ 30.7％ 12.7％ 17.3％

 

 

 

 



 

 

納税関係の取扱いに関する法令 

 

○地方税法 (昭和２５年法律第２２６号) 

 

（市町村民税の申告等） 

第317条の2 市町村民税の納税義務者は、3月15日までに、総務省令の定めるところによって、次に掲げる事項

を記載した申告書を賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。 

（以下 申告義務免除の対象範囲の但し書については 省略 ） 

 

（水利地益税等の賦課徴収に関する申告又は報告の義務） 

第714条 水利地益税等の納税義務者は、当該地方団体の条例に定めるところによって、当該水利地益税等の賦課

徴収に関し同条例で定める事項を申告し、又は報告しなければならない。 

 

 

（個人の市町村民税の納期前の納付） 

第321条 個人の市町村民税の納税者は、納税通知書に記載された納付額のうち到来した納期に係る納付額に相当

する金額の税金を納付しようとする場合においては、当該納期後の納期に係る納付額に相当する金額の税金を合

わせて納付することができる。 

2   前項の規定によって個人の市町村民税の納税者が当該納期の後の納期に係る納付額に相当する金額の税金を

納付した場合においては、市町村は、当該市町村の条例で定める金額の報奨金をその納税者に交付することがで

きる。但し、当該納税者の未納に係る地方公共団体の徴収金がある場合においては、この限りでない。 

       （ 第3項 省略 ） 

 

（固定資産税に係る納期前の納付） 

第321条 固定資産税の納税者は、（以下上記 第321条 に同じ） 

2   （以下上記 第321条第2項 に同じ） 

       （ 第3項 省略 ） 

 

 

（市町村民税に係る督促） 

第329条 納税者又は特別徴収義務者が納期限までに市町村民税に係る地方公共団体の徴収金を完納しない場合に

おいては、市町村の徴税吏員は、納期限後 20 日以内に、督促状を発しなければならない。但し、繰上徴収する

場合にはこの限りでない。 

（ 第2項、第3項は省略 ） 

 

   （各税目について、同様の督促の規定あり。 固定資産税第369条 等） 

        



 

 

○市町村国民健康保険税条例 （例 ） 

 

○参考例 東和町賦課徴収条例 

 

○参考例 東和町手数料条例 

 

（趣旨） 

第 1条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収
     

する手数料は、他の条例に定めのあるもののほか、この条例の定めるところによる。 

 

（種類及び金額） 

第 2条 手数料の種類及び金額は、次のとおりとする。  

 

     （  以下  省略  ） 

 

 

 

 

（国民健康保険税に関する申告） 

第14条 国民健康保険税の納税義務者は、4月15日まで（国民健康保険税の賦課期日後に納税義務が発生した者は、

当該納税義務が発生した日から 15 日以内）に、当該納税義務者及びその世帯に属する被保険者の所得そ

の他町長が必要と認める事項を記載した申告書を町長に提出しなければならない。 

（以下 申告義務免除の対象範囲の但し書については 省略 ） 

 

（個人の町民税の納期前の納付） 

第41条 個人の町民税の納税者は、納税通知書に記載された納付額のうち到来した納期に係る納付額に相当する金

額の税金を納付しようとする場合においては、当該納期後の納期に係る納付額に相当する金額の税金を合

わせて納付することができる。 

（ 第2項 省略 ） 

（固定資産税の納期前の納付） 

第69条 固定資産税の納税者は、（以下上記 第41条 に同じ） 

     （  第2項 省略  ） 

 

 

（督促手数料） 

第21条 徴税吏員は、督促状を発した場合においては、督促状1通について、100円の督促手数料を徴収しなけれ

ばならない。ただし、やむを得ない理由があると認める場合においては、これを徴収しない。 



 

 

 

先進地事例 

 

■さぬき市 

 

①納税奨励金及び納税貯蓄組合補助金については、合併時に廃止する。 

②督促手数料については、現行のとおりとする。 

 

 

 

■篠山市 

 

 

■大崎上島町 

 

①前納報奨金については、現行のとおりとする。 

②木江町の納税報奨金については、合併時までに廃止の方向で調整する。 

③督促手数料については、現行のとおりとする。 

 

 

■高田郡６町 

 

①全期前納報奨金については、第１期に全額納付した者に限り交付し、その割合は１００分の０．３とする。 

  交付限度額は設けない。 

②納税組合の納税報奨金については、納税事務手数料相当額を交付する。 

③完納報奨金については、廃止する。 

 

 

 

■高田郡６町 

 

①納付前納報奨金については、現行のとおりとする。 

②納税組合の納税報奨金の制度については、合併前に検討する。 

 

 

  

 

納税貯蓄組合協議会については、現行のとおりとする。 



 

協議第３６号 

 

 

 

環境対策の取扱いについて（協定項目２４－１５） 

 

 

 

環境対策の取扱いについて、次のとおり提案する。 
  
 １ 環境美化事業については、各町の特性に合わせ、当分の間現行のとおりとする。 

  ただし、活動に対する支援の内容は、統一する方向で検討する。 
２ その他の環境対策事務及び事業については、次の区分により調整する。 

(1) 現行のとおり新町に引き継ぐもの 

(2) 合併時に統一するもの 

 (3) 新町において調整するもの 

 

 

 

平成１５年 ５月２３日提出（継続協議） 

 

大島郡合併協議会 

会 長  中 本 冨 夫 

 

 

 

平成  年  月  日確認 

 

 

 



大島郡合併協議会の調整内容 参考資料

　　２４　各種事務事業の取扱い 　　２４－１５　環境対策の取扱い
 
  1　環境美化事業については、各町の特性に合わせ、当分の間現行のとおりとする。   （①環境美化事業）
　　　ただし、活動に対する支援の内容は、統一する方向で検討する。
  2　その他の環境対策事務及び事業については、次の区分により調整する。
          (1)   現行のとおり新町に引き継ぐもの   （②環境に関する苦情処理　③不法投棄ごみ防止）
          (2)   合併時に統一するもの
　        (3)　新町において調整するもの  

現 　　　　　　　　　　況

　
①環境美化事業 【目的】 【目的】 【目的】 【目的】  　 　
（クリーン作戦等） 　ごみの不法投棄に関して、全町的に環境保全を 　ごみの不法投棄に関して、全町的に環境保全を 　ごみの不法投棄に関して、全町的に環境保全を 　町民一人ひとりがまちをきれいにしようとする認識を  各町の特性にあわせ、当分の間現行のとおり

　目指す目的で実施する。 　目指す目的で実施する。 　目指す目的で実施する。 　持ってもらうよう、毎月6月の環境月間に「町内クリー とする。
　ン大作戦」を実施することにより、不法投棄等がなく 　たたし、活動に対する支援の内容は、統一す
　なり、地域の環境美化が促進されることを期待する。 　る方向で検討する。

【事業概要】 【事業概要】 【事業概要】 【事業概要】
①海水浴前の海岸清掃（担当：公民館） ①大島町クリーン大作戦（大島町コミュニティ推進 ①漁場環境保全総合美化推進事業(経済観光課担 ①クリーン大作戦
　毎年1回久賀町子ども会育成連絡協議会が主催 　会議）。毎年5月の第3日曜日に環境美化を目的 　当）。毎年1回東和町が国庫補助事業で実施して 　毎年1回各区長に依頼し、全住民の参加を呼びかけ
　で、小中学生と保護者を中心に海の日の行事に 　として、河川、道路等の清掃を全町を上げて実 　いる。各自治会長に依頼し、全住民の参加で海岸 　て各地域のごみ拾い、側溝の清掃等を実施している 　 　
　因みごみ拾いを行っている。 　施している。町がごみは収集し、分別して処理し 　清掃を実施している。収集したごみは町が処理業 　収集したごみは、町が収集委託者へ依頼し収集して 　 　
　収集したごみは小さな親切運動会員が町民運動 　ている。 　者に搬入している。 　いる。町から、ごみ袋や乳剤等を提供している。 　 　
　場に搬入し、町（教委）が清掃センターへ搬入し 　〈負担割合〉 　〈負担割合〉 　 　
　ている。 　ごみ収集袋及び収集運搬処理は町負担。 　海岸のごみ拾いを実施することから手袋・ごみ袋 　
　〈負担割合〉 　ボランティアとして実施され、保険も町負担。 　等の消耗品を町から支給されている。 　
　町からごみ袋とごみ運搬車を提供している。 　機材、機具及び軍手は地元負担。
　ボランティアから軽四トラックを提供している。

　 　 　
②各自治会による清掃作業 ②子供会、老人クラブの海岸、河川、道路の清掃 ②河川愛護（建設課担当） ②その他
　ボランティアとして実施。 　　作業 　毎年1回東和町が主催で、各自治会長に依頼し、 　子供会による海岸清掃作業
　回収したごみは各自で久賀町不燃物処理場へ搬 　〈負担割合〉 　全住民の参加での河川の清掃を実施している。 　回収したごみは各自でごみステーションへ搬出。
　入。 　ごみ袋は町支給 　回収したごみは、各自で分別し指定日にステーシ
　〈負担割合〉 　ボランティアとして実施。 　ョンに出す。 　町からはごみ袋を支給。
　町からはごみ袋を支給。 　収集運搬処理は町実施。 　〈負担割合〉
　町から運搬車と草刈機の燃料代を支給。 　軍手、機具は各団体負担。 　河川のごみ拾を実施することからごみ袋等の消耗

　品を町から支給されている。
 

③老人クラブ ③職員クリーン作戦 ③各自治会・学校・老人クラブ・婦人会・商工会女性
　ボランティアとして実施。 　毎年1回夏に実施している。 　部による清掃作業
　回収したごみは社会福祉協議会で久賀町不燃物 　〈負担割合〉 　ボランティアとして実施。
　処理場へ搬入。 　ボランティアとして実施。 　回収したごみは、各自で分別し指定日にステーシ
　〈負担割合〉 　ごみ袋は町支給。 　ョンに　出す。　   
　町からはごみ袋を支給。 　ごみの処理及び運搬車両は町負担。 　〈負担割合〉

　その他は職員組合負担。 　全額各団体負担

④小さな親切運動クリーン作戦 ④その他地域での海岸、河川、道路の清掃作業 ④職員クリーン作戦（総務課担当）
　毎年1回小さな親切運動久賀支部が主催で、全住 　〈負担割合〉 　毎年5月の週休日に東和町役場職員、社会福祉
　民の参加を呼びかけ清掃美化の一環として道路 　ごみ袋及び軍手は町支給。 　協議会職員が道路のごみ拾いを実施している。  
　等のごみ拾いを実施している。 　保険は町負担。 　〈負担割合〉
　収集したごみは、久賀町不燃物処理場へ会員 　ボランティアとして実施。 　町負担。　　　　　
　が搬入。 　収集運搬処理は町実施。
　〈負担割合〉 　その他機具は地元負担。  
　町からごみ運搬車を提供している。
⑤久賀高校による道路の清掃作業
　月1回、ボランティアとして実施。
　回収したごみは町で久賀町不燃物処分場へ搬入  
　〈負担割合〉
　町からごみ袋を提供している。
⑥婦人会・生涯学習実践委員会・みどりの会
　ボランティアとして実施。国道沿いの花壇の維持
　管理。
　〈負担割合〉
　町からごみ袋を提供している。

東和町 橘町 具体的な調整方法事務事業名 久賀町 大島町

協議事項 関係項目

調整の内容



大島郡合併協議会の調整内容 参考資料

　　２４－１５　環境対策の取扱い

　 　 　 　
　 　 　 　
　 　 　 　
　 　

現　　　　　　　　　　　況

　
②環境に関する 【苦情処理件数】 【苦情処理件数】 【苦情処理件数】 【苦情処理件数】   4町に相違がないので、現行のとおり新町に
苦情処理 　約5件（毎年） 　3件（平成13年度） 　23件（平成13年度） 　2件（平成13年度） 引き継ぐ。

【主な苦情内容】 【主な苦情内容】 【主な苦情内容】 【主な苦情内容】
　不法投棄、焼却 　不法投棄、悪臭、騒音 　不法投棄、悪臭、野焼き 　不法投棄、悪臭等
　  
　現状調査し、発生源が判明すれば原因者に改善、 　現状調査し、発生源が判明すれば原因者に改善、　警察、保健所と協力して現状調査し、発生源が判 　現状調査し、発生源が判明すれば原因者に改善、
　中止するよう指導。改善状況を確認。 　中止するよう指導。改善状況を確認。 　明すれば原因者に改善、中止するよう指導。 　中止するよう指導。悪質な場合は大島警察署に通
　 　 　報し、現場検証してもらう。

　

③不法投棄ごみ 【目的】 【目的】 【目的】 【目的】   4町に相違がないので、現行のとおり新町に
防止 　ごみの不法投棄の早期発見と未然防止を目的と 　ごみの不法投棄の早期発見と未然防止を目的と 　ごみの不法投棄の早期発見と未然防止を目的と 　ごみの不法投棄の早期発見と未然防止を目的と 引き継ぐ。

　する。   する。   する。   する。

【事業概要】 【事業概要】 【事業概要】 【事業概要】
　・職員によるパトロールを随時実施している。 　・職員によるパトロールを随時実施している。 　・警察、県職員、町職員によるパトロールを随時実 　・職員、環境美化専門員によるパトロールを随時実
　・毎月、第2・第4日曜日に、民間団体と町でごみ 　　施している。 　　施している。
 　ポイ捨て防止の広報と国道の駐車場のごみ拾
    いを実施。
　・不法投棄を発見した場合は、県（産業廃棄物の 　・不法投棄を発見した場合は、県（産業廃棄物の 　・不法投棄を発見した場合は、県（産業廃棄物の 　・不法投棄を発見した場合は、県（産業廃棄物の場
　　場合）・大島警察に連絡し、現場検証を行い必 　　場合）大島警察署に連絡し、現場検証を行い必 　　場合）・大島警察に連絡し、現場検証を行い必 　　合）・大島警察署に連絡し、現場検証を行い必要な
　　要な措置を取っている。 　　要な措置を取っている。 　　要な措置を取っている。 　　措置を取っている。
　・不法投棄者が不明な場合は町で撤去等を行っ 　・不法投棄物が町有地の場合は町で撤去等を行 　・不法投棄者が不明な場合は町で撤去等を行って 　・不法投棄者が不明な場合は町で撤去等を行って
    ている。 　　っている。     いる。 　　いる。
　・撤去にかかる費用は町負担。 　・撤去にかかる費用は町負担。 　・撤去にかかる費用は町負担。 　・撤去にかかる費用は町負担。
　・不法投棄が多い場所については自治会の要望 　・不法投棄が多い場所については地元から要望 　・不法投棄が多い場所について自治会長の要望が 　・不法投棄が多い場所については、要望があった場
　　があった場合ごみ捨て禁止看板を町が設置し 　　があった場合ごみ捨て禁止看板を配布し設置 　　あった場合、ごみ捨て禁止看板を配布し、自治会 　　合ごみ捨て禁止看板を設置している。
    ている。 　　してもらったり、町で設置したりしている。 　　で設置してもらっている。 　・柳井健康福祉センター管内に不法投棄ホットライン

　・ごみの散乱防止に関し、ごみの持ち帰り、容器飲 　　と廃棄物不法投棄等連絡協議会を設置して防止と
　　食物を自動販売機により販売する者は回収容器 　　対応をしている
　　を設置するよう努めるとともに、町が実施する施
　　策に協力を求めている。

   
  

 
 

東和町

調整の内容

協議事項 　　２４　各種事務事業の取扱い 関係項目

橘町 具体的な調整方法事務事業名 久賀町 大島町



 

 

環境対策関係法令等一覧 

 

区 分        法   律   山口県条例・要綱・指針     山口県計画 各町条例等 

基本法・条例 
・環境基本法 

・循環型社会形成推進基本法 
・山口県環境基本条例 

・やまぐち環境創造プラン 

・公害防止計画（岩国、周南、下関、宇部地域）

・東和町環境保全基本条例（2 町） 
・サザンセト橘町をきれいにする条例（4 町） 

大気保全関係 
・大気汚染防止法 

・悪臭防止法 等 

・山口県公害防止条例 

・山口県悪臭防止対策指導要領 

・悪臭防止指導方針 

・硫黄酸化物総量削減計画 
（岩国、和木、周南、宇部、小野田地域） 

 

水質保全関係 

 

・水質汚濁防止法 

・瀬戸内海環境保全特別措置法 

・海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律 

・下水道法 等 

・山口県公害防止条例 

・水質汚濁防止法第 3 条第 3 項の規定に基づく排

水基準を定める条例 

・山口県生活廃水浄化対策推進要綱

・窒素及びその他の化合物並びに燐及びその化合物

に係る削減指導方針 

・東和町合併処理浄化槽設置整備事業補

助金交付要綱（4 町） 

 

騒音・振動防

止関係 

・騒音防止法 

・振動規制法 等 
・山口県公害防止条例 

・第4 次化学的酸素要求量に係る総量削減計画 

・窒素及び燐に係る総量削減計画 

・瀬戸内海環境保全基本計画 

・瀬戸内海の環境の保全に関する山口県計画 

・山口県汚水処理施設整備構想 

・山口県合併処理浄化槽設置整備計画 

・第8 次下水道整備7 箇年計画  

土壌保全関係 

 
・農用地の土壌の汚染防止等に関する法律 等    

廃棄物関係 

・廃棄物の処理及び清掃に関する法律 

・浄化槽法 

・資源の有効な利用の促進に関する法律 

・容器包装に係る分別収集及び再商品化の

促進等に関する法律 （容器包装リサイクル法）

・特定家庭用機器再商品化法（家電リサイクル

法） 

・ 食品循環資源の再利用等の促進に関する

法律（食品リサイクル法） 

・ 建設工事に係る資材の再資源化等に関す

る法律（建設リサイクル法） 

・国等による環境物品等の調達の推進等に

関する法律 

・家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の

促進に関する法律 等 

・山口県浄化槽保守点検業者登録条例 

・山口県産業廃棄物適正処理指導要綱 

・浄化槽の設置等に関する指導要綱

・第5 次山口県産業廃棄物処理計画 

・山口県廃棄物減量化等推進計画 

・第2 次山口県分別収集促進計画 

・山口県ごみ処理広域化計画 

・山口ゼロエミッションプラン 

・久賀町廃棄物の処理及び清掃に関する

条例（4 町） 

・大島町ごみ収集ボックス設置事業補助金交付要綱 

・久賀町不燃物処理場使用条例 

・東和町瓦処分場管理要綱 



 

化学物質関係 

・ダイオキシン類対策特別措置法（ダイオキシン

対策法） 

・化学物質の審査及び製造等の規制に関す

る法律 

・特定化学物質の環境への排出量の把握等

及び管理の改善の促進に関する法律 

 

 

 

・山口県ダイオキシン類対策指針   

自然環境保全

関係 

 

・自然環境保全法 

・自然公園法 

・絶滅のおれのある野生動植物の種の保存に関する

法律 等・ 

・山口県自然環境保全条例 

・山口県自然海浜保全地区条例 

・山口県自然公園条例 等 

 東和町河川・水路愛護要綱 

景観等関係 

・国土利用計画法 

・都市計画法 

・都市緑地保全法 

・都市公園法 等・ 

・山口県屋外広告物条例 

・風致地区内における建築等の規制

に関する条例 

・山口県立都市公園条例 

・グリーンプラン山口 

・森林整備計画 

・地域森林計画 

 

地球環境関係 

 

・特定物質の規制等によるオゾン層の保護

に関する法律 

・特定製品に係るフロン類の回収及び破壊

の実施の確保等に関する法律 

・電気事業者による新エネルギー等の利用

に関する特別措置法 

・地球温暖化対策の推進に関する法律 等 

   

環境影響評価

関係 
・環境影響評価法 ・山口県環境影響評価条例   

その他 
・公害紛争処理法 

・特定工場における公害防止組織の整備に関す

る法律 

・山口県公害審査会の設置等に関す

る条例 

・山口県環境審議会条例 等 

・循環型農業推進基本方針 

・資源循環型畜産確立基本方針 

・第6 次都市公園等整備5 箇年計画 

・山口県水道基本構想 

・河川環境管理基本計画 

・渓流環境整備計画 等 

 



 

先進地事例 

■ 長崎県 南高北西部五町 

 

環境衛生関係事業の取扱いについて 

 

   ・ 地球温暖化対策実行計画書については、新市において策定する。 

   ・ グリーン購入法に係る環境物品等の調達方法については、千々石町の例により新町で新町において策定する。 

・ 公害苦情の処理については、現行のとおりとする。 

・ 環境監視員の配置については、国見町、瑞穂町の例による。ただし、調整が必要な事項については、合併まで 

に調整する。 

   ・ 不法投棄物撤去については、吾妻町の例による。不法投棄防止対策については、現行のとおりとする。 

・ 河川調査については、国見町、瑞穂町、愛野町、千々石町の例による。 

   ・ 公害対策に伴う地域指定については、現行のとおりとする。 

   ・ 環境美化推進員については、新市において設置する。ただし、調整が必要な事項については、合併までに調整す

る。 

   ・ 環境保全審議会については、国見町、瑞穂町の例を基本として、新町において調整する。  

   ・ 環境衛生推進員については、廃止の方向で合併までに調整する。 

   ・ 環境保全町民運動推進協議会については、新市において調整する。 

 

■ 広島県 高田郡6 町 

 

■ 佐賀県 県中央地区一市五町 

 

環境保全に関することにについて 

・ 基本計画については、合併後、新市において策定する。 

・ 合併処理浄化槽設置補助金については、合併時に調整し統一する。 

 

■ 愛媛県 内子町・五十崎町 

 
環境関係の取り扱いについて 

・ 環境美化事業（地域の清掃活動）については、現行のとおり新町に引き継ぐものとする。また、どちらかの町のみ

で実施している事業については、合併時に調整する。 

  ・ 産業廃棄物最終処分場の水質検査については、内子町の例により、合併時に調整する。 

    ・ 工場排水の水質検査については、合併時に調整する。ただし、検査方は内子町の例による 

 

■ 広島県 大崎上島町  

 

ごみ収集・廃棄物処理・し尿処理の取扱いについて 

① 今後新しく設置するごみステーションについては、統一のデザインのものとし、購入のための地元負担はなしとす

る。 

② 6 月の第1 日曜日に、町内一斉清掃日を設ける。 

③ その他の調整内容については、現行のとおり新町に引き継ぐ。 

（1）環境基本計画については、新市において速やかに策定する。 

（2）公害防止施策については、新町においても引き続き実施する。 

    ① 公害防止協定及び覚書については、すべて新町に引き継ぐものとする。 

    ② 騒音測定、水質調査及び重金属水質検査については、原則現行のとおりとする。 

（3）公衆衛生推進協議会については、統合を支援し、補助金については新市において調整する。 



 

協議第３７号 

 

 

 

じんあい処理の取扱いについて（協定項目２４－１４） 

 

 

 

じんあい処理の取扱いについて、次のとおり提案する。 
 

１ 一般廃棄物処理計画、分別収集計画については、現行のとおり新町に引き継ぐ。 

２ 一般廃棄物最終処分場については、新町に移行後も当分の間現行のとおりとし、時期を

見て調整する。 

３ その他のじんあい処理の事務及び事業については、次の区分により調整する。 

(1) 現行のとおり新町に引き継ぐもの 

(2) 合併時に統一するもの 

 (3) 新町において調整するもの 

 

 

 

平成１５年 ５月２３日提出（継続協議） 

 

大島郡合併協議会 

会 長  中 本 冨 夫 

 

 

 

平成  年  月  日確認 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



大島郡合併協議会の調整内容 参考資料

　　２４　各種事務事業の取扱い 　　２４－１４　じんあい処理の取扱い
 
   １　一般廃棄物処理計画、分別収集計画については、現行のとおり新町に引き継ぐ。 （①一般廃棄物処理計画（分別収集計画））
   ２　一般廃棄物最終処分場については、新町に移行後も当分の間現行のとおりとし、時期を見て調整する。 （⑥一般廃棄物最終処分場）
   ３　その他のじんあい処理の事務及び事業については、次の区分により調整する。
           (1)　現行のとおり新町に引き継ぐもの （④特定廃家電収集運搬手数料　⑦不燃物等処理場使用料 　⑪合併処理浄化槽設置補助金）
           (2)　合併時に統一するもの （⑤粗大ごみ処理手数料　　　　 　⑨生ごみ処理機購入費補助金）
         　(3)　新町において調整するもの （②ごみ収集袋販売価格　         ③ごみ収集袋販売委託料  　⑧生ごみボックス設置補助金）
　 　

現　　　　　　　　　　　況

　
①一般廃棄物 【概要】 【概要】 【概要】 【概要】    廃棄物処理計画、分別収集計画については、4町
処理計画 　廃棄物の処理及び清掃に関する法律第6条に基 　廃棄物の処理及び清掃に関する法律第6条に基 　廃棄物の処理及び清掃に関する法律第6条に基 　廃棄物の処理及び清掃に関する法律第6条に基 に相違がないので、現行のとおり新町に引き継ぐ。

　市づき、町村は区域内の一般廃棄物の処理に関 　市づき、町村は区域内の一般廃棄物の処理に関 　市づき、町村は区域内の一般廃棄物の処理に関 　市づき、町村は区域内の一般廃棄物の処理に関 　なお、運用で実施している収集体制・収集方式・収
　する基本的な事項について定める基本計画と基 　する基本的な事項について定める基本計画と基 　する基本的な事項について定める基本計画と基 　する基本的な事項について定める基本計画と基 集方法等についても、新町に移行後も当分の間現行
　本計画の実施のために必要な実施計画を策定し、 　本計画の実施のために必要な実施計画を策定し、　本計画の実施のために必要な実施計画を策定し、 　本計画の実施のために必要な実施計画を策定し、 のとおりとし、時期を見て調整する。
　告示しなければならない。 　告示しなければならない。 　告示しなければならない。 　告示しなければならない。

　 　
　 　
　 　

【事務手順】 【事務手順】 【事務手順】 【事務手順】 　 　
①久賀町一般廃棄物（ごみ）処理基本計画 ①大島町一般廃棄物（ごみ）処理基本計画 ①東和町一般廃棄物（ごみ）処理基本計画 ①橘町一般廃棄物（ごみ）処理基本計画 　
　可燃ごみ・不燃ごみ・粗大ごみの処理について 　可燃ごみ・不燃ごみ・粗大ごみ・資源ごみの処理 　可燃ごみ・不燃ごみ・粗大ごみ・資源ごみの処理に 　可燃ごみ・不燃ごみ・粗大ごみ・資源ごみの処理 　
　策定時より 15年後を目標に計画し、概ね5年ご 　について策定時より15年後を目標に計画し、 　ついて策定時より10～15年後を目標に計画し、 　について策定時より15年後を目標に計画し、概ね
　とに中間目標年度を設定し、5年ごとに見直し 　概ね5年ごとに中間目標年度を設定し、5年ごと 　概ね5年ごとに、または諸条件に大きな変動があっ 　5年ごとに中間目標年度を設定し、5年ごとに見直し 　 　
   していく。   に見直していく。   た場合見直していく。   ていく。
　平成12年3月策定 　平成12年3月に策定 　平成12年3月に策定 　平成12年3月に策定

　
②久賀町生活排水処理基本計画 ②大島町生活排水処理基本計画 ②東和町生活排水処理基本計画 ②橘町生活排水処理基本計画
　生活雑排水、し尿、浄化槽汚泥の処理について 　生活雑排水、し尿、浄化槽汚泥の処理について 　生活雑排水、し尿、浄化槽汚泥の処理について 　生活雑排水、し尿、浄化槽汚泥の処理について
　平成20年度を目標に計画を策定。 　平成20年度を目標に計画を策定。 　平成20年度を目標に計画を策定。 　平成20年度を目標に計画を策定。
　平成12年3月策定 　平成12年3月策定 　平成13年4月策定 　平成13年4月策定

  
③久賀町一般廃棄物処理計画 ③大島町一般廃棄物処理計画 ③東和町一般廃棄物処理計画 ③橘町一般廃棄物処理計画
　毎年3月末、次年度の可燃ごみ・不燃ごみ・資源 　毎年3月末、次年度の可燃ごみ・不燃ごみ・粗大 　毎年3月末、次年度の可燃ごみ・不燃ごみ・粗大 　毎年3月末、次年度の可燃ごみ・不燃ごみ・粗大
　ごみについてどのように収集し、処理していくか 　ごみ・資源ごみ・し尿・浄化槽汚泥についてどの 　ごみ・資源ごみ・し尿・浄化槽汚泥についてどの 　ごみ・資源ごみ・し尿・浄化槽汚泥についてどの
　基本計画を基に計画する。 　ように収集し、処理していくか基本計画を基に計 　ように収集し、処理していくか基本計画を基に計 　ように収集し、処理していくか基本計画を基に計

   画する。 画する。 画する。

④容器包装廃棄物に係わる分別収集計画 ④容器包装廃棄物に係わる分別収集計画 ④容器包装廃棄物に係わる分別収集計画 ④容器包装廃棄物に係わる分別収集計画   
 

【概要】 【概要】 【概要】 【概要】
　容器包装リサイクル法に基づき、容器包装廃棄 　容器包装リサイクル法に基づき、容器包装廃棄 　容器包装リサイクル法に基づき、容器包装廃棄 　容器包装リサイクル法に基づき、容器包装廃棄
　物の分別収集を実施しようとする市町村は市町 　物の分別収集を実施しようとする市町村は市町 　物の分別収集を実施しようとする市町村は市町 　物の分別収集を実施しようとする市町村は市町
　村分別収集計画を策定する。 　村分別収集計画を策定する。 　村分別収集計画を策定する。 　村分別収集計画を策定する。

 
【事務手順】 【事務手順】 【事務手順】 【事務手順】
①久賀町分別収集計画 ①大島町分別収集計画 ①東和町分別収集計画 ①橘町分別収集計画
　缶、ビン、紙、プラスチックについてどのように分 　缶、ビン、紙、ペットボトル、プラスチック等につ 　缶、ビン、紙、プラスチックについてどのように分別 　空き缶、空きビン、紙、プラスチックについて
　別しリサイクルしていくか、策定時より 5年後を目 　いてどのように分別しリサイクルしていくか、策 　し、リサイクルしていくか、策定時より5年後を目標 　どのように分別しリサイクルしていくか、策定時より
　標に計画し 3年ごとに見直していく。 　定時より5年後を目標に計画し、3年ごとに見直し 　に計画し、3年ごとに見直していく。 　5年後を目標に計画し、3年ごとに見直していく。

  ていく。
　前回14年6月に策定、平成15年度から実施。 　前回14年6月に策定、平成15年度から実施。 　平成14年6月策定、平成15年度から実施 　平成14年6月策定、平成15年度から実施

分別収集計画

協議事項 関係項目

調整の内容

東和町 橘町 具体的な調整方法事務事業名 久賀町 大島町



大島郡合併協議会の調整内容 参考資料

　　２４－１４　じんあい処理の取扱い

　 　 　 　
　 　 　 　
　 　 　 　
　 　

現　　　　　　　　　　　況

　
【ごみ収集状況】　Ｈ14.3.31現在 【ゴミ収集状況】　H14.10.1現在 【ゴミ収集状況】　　H14.3.1現在 【ゴミ収集状況】　（H14.3.31現在）　　　  　 　
　　①対象人口等　　4.476人　　2.104世帯 　　①対象人口　　　7,387人　　3,488世帯 　　①対象人口　　　5,797人　　2,797世帯 　　①対象人口　　　5,895人　　2,924世帯
　　②対象区域　町内全域　 　　②対象区域　町内全域（旧村5地区別収集） 　　②対象区域　町内全域（旧村4地区別収集） 　　②対象区域　町内全域
　　③収集率　　100% 　　③収集率　　100% 　　③収集率　　100% 　　③収集率　　100%
　　④収集体制　委託 　　④収集体制　委託 　　④収集体制　委託 　　④収集体制　委託
　　⑤収集方式　ステーション方式（家庭用ごみのみ） 　　⑤収集方式　ステーション方式（家庭用ごみのみ） 　　⑤収集方式　ステーション方式（家庭用ごみのみ） 　　⑤収集方式　ステーション方式（家庭用ごみのみ）

　　⑥収集方法　定期収集 　　⑥収集方法　定期収集 　　⑥収集方法　定期収集 　　⑥収集方法　定期収集
　　　　　可燃ごみ　　　　　週2回 　　　　　可燃ごみ　　　　　　　 週2回 　　　　　可燃ごみ　　　　　　　　　週2回 　　　　　可燃ごみ　　　　　　　週2回（浮島は週1回） 　 　
　　　　　廃プラごみ　　　　月2回 　　　　　プラスチック　　　　　2週間に1回 　　　　　不燃ごみ　　　　　　　　　月1回 　　　　　不燃ごみ　　　　　　　年7回 　 　
　　　　　埋立ごみ　　　　　月1回 　　　　　埋立ごみ　　　　　　　2ヵ月に1回 　　　　　　（ガラス陶磁器類） 　　　　　　　（空き缶、空きビン、ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ、金属類、発 　 　
　　　　　資源ごみ 　　　　　空き缶、ペットボトル、金属、ビン  月に1回 　　　　資源ごみ 　　　　　　　　泡ｽﾁﾛｰﾙ、埋立ごみ、その他の廃家電） 　 　
　　　　　　　空き缶　　　　　月1回 　　　　　有害ごみ、廃家電製品　　　　 4ヶ月に1回 　　　　　　ペットボトル・金属類　　月1回 　　　　　ﾌﾟﾗｽﾁｯｸごみ　　　　 　月2回 　
　　　　　　　金属類　　　　　年6回 　　　　　　空き缶　　　　　　　　　　週1回　　　　　　　　　　　　　　蛍光灯・乾電池・体温計年2回 　
　　　　　　　ペットボトル　　月1回 　　　　　　空き瓶　　　　　　　　　　週1回
　　　　　　　空きびん　　　月1回 　　　　　　粗大ごみ　　　　　　　  　年1回　　 　 　
　　　　　　　有害ごみ　　　年2回
　　⑦許可発行　　事業系一般廃棄物・し尿許可 　　⑦許可発行　　事業系一般廃棄物・し尿許可 　　⑦許可発行　　事業系一般廃棄物・し尿許可 　　⑦許可発行　　事業系一般廃棄物・し尿許可

【指定ごみ袋の販売取扱い】 【指定ごみ袋の販売取扱い】 【指定ごみ袋の販売取扱い】 【指定ごみ袋の販売取扱い】
　　①大きさ 　　①大きさ 　　①大きさ 　　①大きさ
　　　　　可燃ごみ大・廃ブラスチック大用 　　　　　可燃ごみ大・廃ブラスチック大用 　　　　　可燃ごみ大・廃ブラスチック大用　65cm×80cm 　　　　　大）可燃、ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ用　0.03×650×800mm
　　　　　可燃ごみ小・廃ブラスチック小用 　　　　　可燃ごみ小・廃ブラスチック小用 　　　　　可燃ごみ小・廃ブラスチック小用　40cm×60cm 　　　　　埋立ごみ用     　0.08×500×900mm
　　　　　網袋（青・赤） 　　　　　網袋（2種類） 　　　　　網袋（青・赤） 40cm×65cm 　　　　　小）可燃、ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ用　0.03×400×600mm
　 　　　　　麻袋（2種類） 　　　　　麻袋　 　　　　60cm×90cm 　　　　　埋立ごみ用     　0.08×450×700mm
　 　 　　　　　土のう袋 　　 45cm×60cm

　　②販売方法 ①販売方法 ②販売方法 ②販売方法
　　　　　大島郡環境施設組合指定ごみ袋（四町共 　　　　基本的に婦人会を通じて販売している。 　　　大島郡指定ごみ袋（大島町、久賀町、橘町､東 　　可燃、ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ指定ごみ袋（各町共通ごみ袋）
　　　　　通ごみ袋）で当組合が業者入札、各町で発 　　　和町各町共通ごみ袋）で大島郡環境衛生施設 　　で大島郡環境衛生施設組合が業者入札、各
　　　　　注し、町内の店舗で販売。（町内の小売店 　　　組合が業者入札、各町で発注し、4町内の店舗 　　町で発注する。埋立ごみ袋は橘町が独自で
           に限る） 　　　で販売（自治会内で調整する。） 　　発注。役場、自会、婦人会及び町内の小売店

    で販売

【収集体制】 【収集体制】 【収集体制】 【収集体制】
　　　全種ごみ：個人に委託（収集車は町所有の 　　・可燃ごみ、埋立、金属、缶、ペットボトル、有 　　　個人に委託（収集車は町所有のものを貸与、 　　個人に委託（収集車は町所有のものを貸与、  
　　　ものを貸与・維持管理費は町負担）        害ごみ、廃家電製品 　　　維持管理費は町負担） 　　維持管理費は町負担）

　　　：個人に委託（収集車は町所有のものを貸与 　　補助従事者が必要な場合は役場に履歴書を提
　　　　及び維持管理費は町負担） 　　出し、許可を受ける。
　　・ビン、プラスチック
　　　：個人に委託（収集車は町所有のものを貸与
　　　　借上車輌、町所有車の維持管理は町負担）

【収集人員】 【収集人員】 【収集人員】 【収集人員】
　　　各車両2名 　　　各車両2名 　各車両2名 　可燃ごみ、蛍光灯・乾電池・体温計　受託者1名   

　不燃ごみ、ﾌﾟﾗｽﾁｯｸごみ　受託者1名

関係項目　　２４　各種事務事業の取扱い

分別収集計画

久賀町事務事業名 東和町大島町

協議事項

調整の内容

橘町 具体的な調整方法



大島郡合併協議会の調整内容 参考資料

　　２４－１４　じんあい処理の取扱い

　 　 　 　
　 　 　 　
　 　 　 　
　 　

現　　　　　　　　　　　況

　

　 【運用】 【運用】 【運用】 【運用】  　 　
　　現在はガラスびん4種類（無色透明、茶色、緑 　　現在はガラスびん3種類（無色透明、茶色、その他　　現在はガラスびん4種類（無色透明、茶色、緑 　　現在はガラスびん4種類（無色透明、茶色、緑
　　色、黒色）、ペットボトルのみステーション回収 　　ペットボトルのみステーション回収を行っている。　　色、黒色）、ペットボトルのみステーション回収 　　色、黒色）、ペットボトル、廃プラスチックの回収
　　を行っている。 　 　　 　　を行っている。

 

●びん ●ガラスびん3種（無色透明、茶色、その他の色） ●ガラスびん4種（無色透明、茶色、青と緑、その他 ●ガラスびん4種（無色透明、茶色、青と緑、その他）
　　町内全域　毎月第3水曜日　38箇所 　　小松（瀬戸～宮ノ下）地区 　の色）はステーション回収を行っている。 とペットボトルは、３６ケ所／年７回収
　　　びん収集車は、パッカー車2台と深あおりダン 　　　　毎月第1土曜日　13箇所 　 　
　　　プ車1台で町にて保有。収集したびんは、直 　　三蒲地区 　　東部地区　　毎週木曜日  　 　
　　　接、周南資源リサイクルセンターに搬入、処 　　　　毎月第2土曜日　15箇所 　　西部地区　　毎週金曜日 　 　
　　　理委託料をkgあたり6円翌月に支払う。 　　沖浦・志佐地区 　　　ステーション数32箇所 　 　

　　　　毎月第3土曜日　17箇所 　 　
　　屋代・北石地区 　　回収したびんは東和町不燃物埋立処分場で保
　　　　毎月第3水曜日　22個所 　　管し、4トンパッカ－車で光市の周南資源リサイ
　　小松（沖石～開作）地区 　　クルセンター（企業組合光中高年事業団）へ搬入
　　　　毎月第4土曜日　18箇所 　　し処理委託する。

　　　　（平成14年度予算453,600円）

●廃プラスチックは、１２ケ所／月２回回収
●ペットボトル ●ペットボトル ●ペットボトルはステーション回収を行っている｡　　　　　 　
　　町内全域　毎月第2水曜日　38箇所 　　小松（瀬戸～宮ノ下）地区 　　東部地区　　毎月第2月曜日　　　　　　　　　　 　

　　　　毎月第1火曜日　13箇所 　　西部地区　　毎月第2火曜日 　　　　　　　　　　　　　　 　 　
　　小松（沖石～開作）地区 　　　ステーション数32箇所 　
　　　　毎月第2火曜日　18箇所 　
　　沖浦・志佐地区 　
　　　　毎月第3火曜日　17箇所
　　屋代・北石・三蒲地区
　　　　毎月第4火曜日　37個所　

　
　　　ペットボトル収集車は、深あおりダンプ車1台 　　びんとペットボトルは2トン平ボディ車で収集され 　　回収したﾍﾟｯﾄボトルは東和町不燃物埋立処分 　　回収したビンは、周南リサイクルセンターへ搬入し  
　　　町にて保有。収集したペットは、不燃物処理 　　それぞれの小松開作ストックヤードに集積され、 　　場で　保管して、有限会社　ヤマウチに運搬処 　　処理委託。
　　　場にて保管。月1回、坊野興業の圧縮機付き 　　広島県三原市の有限会社すずかが引き取りに 　　理委託して　いる。　 　　ﾍﾟｯﾄボトルは、(有)ヤマウチで回収、処理を委託。
　　　移動車で梱包する。圧縮委託料kgあたり30円。 　　来る。 　 　　廃プラスチックは、ストックヤードで圧縮梱包、（坊
　　　梱包したペットは、有限会社、ヤマウチ（下関 　　野興業）後、指定法人（新日鉄）へ処理委託。
　　　市）へ搬入する。処理委託料kgあたり　20円。

　 　
 　 　

　 　
　 　
　 　
　　
　
　
　
　
　

調整の内容

事務事業名 久賀町 大島町

分別収集計画

協議事項 　　２４　各種事務事業の取扱い

東和町 橘町 具体的な調整方法

関係項目



大島郡合併協議会の調整内容 参考資料

　　２４－１４　じんあい処理の取扱い

　 　 　 　
　 　 　 　
　 　 　 　
　 　

現　　　　　　　　　　　況

　
②ごみ収集袋 【価格】 　 【価格】 【価格】 　 【価格】  　新町に移行後、随時調整する。
販売価格 　  

　　　　可燃ごみ大　400円/20枚入  （1枚20円） 　可燃ごみ大　　　　 　20円/枚 　　  可燃ごみ大　　　　 　20円/袋 　　　可燃ごみ　    大）400円 （1枚20円）  
　　　　可燃ごみ小　300円/20枚入  （1枚15円）、　 　可燃ごみ小　　　　　 15円/枚   　　可燃ごみ小　　　　 　15円/袋 　　　可燃ごみ　    小）300円 （1枚15円）
　　　　廃プラ　　大　400円/20枚入  （1枚20円） 　プラスチック大　　　　20円/枚  　　 廃プラスチック大　 　20円/袋 　　　フラごみ　     大）400円 （1枚20円）
　　　　廃プラ　　小　300円/20枚入  （1枚15円）、　 　プラスチック小　　　　15円/枚  　　 廃プラスチック小　 　15円/袋 　　　フラごみ　     小）300円 （1枚15円）
　　　　網袋　　　　 　200円/枚 　缶　　　　　　　     　 100円/枚 　　　網袋（赤）　　　　    100円/袋 　　　埋立ごみ（1枚単位で販売）

　ペットボトル　  　　   100円/枚 　　　網袋（青）　　　    　100円/袋 　　　　　　     　 　
　埋立ごみ　　　　 　  200円/枚 　　　麻袋　　　　　　    　200円/袋 　　　　　       　 　
　金属類　　　　　 　   200円/枚 　　　土のう袋　　　　    　50円/袋 　 　 　

　　　　　　　　　　　　　　　 　 　
　

③ごみ収集袋 【ごみ収集袋配布委託料】 【ごみ収集袋配布委託料】 【ごみ収集袋配布委託料】 【ごみ収集袋配布委託料】 ○新町に移行後、随時調整する。
販売委託料 　　　　可燃ごみ大　   1枚   2.25円 　　①婦人会が販売したごみ袋の枚数に応じて７円 　　可燃ごみ大　　　  　4円/袋 　　　自治会、婦人会の場合年度末に1枚につき2円

　　　　可燃ごみ小　   1枚   2.25円　 　　　/枚を委託料として支払う。   　可燃ごみ小　　　　　3円/袋 　　　の販売手数料を支払う。 　 　
　　　　廃プラ　　大  　1枚   2.25円 　　②婦人会が認めた上で、直接小売店が買いに 　　廃プラスチック大    4円/袋  
　　　　廃プラ　　小　  1枚   2.25円　 　　　来て販売する場合は、　3円/枚を支払う 　　廃プラスチック小    3円/袋  
　　　　ネット　　　 　　 1枚 40円 　　網袋（赤）            10円/袋  

　　網袋（青）            10円/袋  
　 　　麻袋                   15円/袋  

  　土のう袋               8円/袋   

④特定廃家電 【特定廃家電（家電4品目）収集運搬手数料】 【特定廃家電（家電4品目）収集運搬手数料】 【特定廃家電（家電4品目）収集運搬手数料】 【特定廃家電（家電4品目）収集運搬手数料】 ○4町に相違がないので、現行のとおり新町に引き
収集運搬手数料 　　　 　（メーカーリサイクル料金別途） 継ぐ。
（家電リサイクル法関係） 　　　　1台につき3,000円 　　3,000/個 　　　　1台につき3,000円 　　　　1台につき3,000円

　　　　テレビ・エアコン・冷蔵庫・洗濯機 　　　　テレビ・エアコン・冷蔵庫・洗濯機 　　　　テレビ・エアコン・冷蔵庫・洗濯機 　　　　テレビ・エアコン・冷蔵庫・洗濯機

   
⑤粗大ごみ処理 【粗大ゴミ処理手数料・上記以外の大型電気製品】 【粗大ゴミ処理手数料・上記以外の大型電気製品・】【粗大ゴミ処理手数料・上記以外の大型電気製品・】 【粗大ゴミ処理手数料・上記以外の大型電気製品・】 ○対象品目、手数料等を調整し、合併時に統一する。
手数料 　 　 　 　

 　　平成13年3月28日、東和町廃棄物の処理及び 　その他の廃家電等として　7品目を定め、排出する者
　　清掃にに関する条例により、下記の品目を定め、 　から運搬手数料を徴収する。

　 　　粗大ごみの処理料を徴する。 　
　 　

　　【品名】 　　【品名】 　　【品名】 　　【品名】
　　　スプリングマット、オルガン、ミシン（台付）、 　　その他の廃家電（大）   １個につき　2,000円 　　　太陽熱温水器、デスク型パソコン、屋外湯沸器、 　　　屋外湯沸器、オルガン、ミシン（台付）、
　　　冷凍庫、マッサージ器（椅子型）、 　　その他の廃家電（中）　 １個につき　1,000円 　　　マッサージ器、その他町長が認めるもの 　　　冷凍庫、マッサージ器（椅子型）、
　　　デスクトップ型のパソコン及びワープロ、乾燥機　　その他の廃家電（小）　 １個につき　  500円 　 　　　デスクトップ型のパソコン及びワープロ、乾燥機

　  
　　【手数料】 　　【手数料】 　　【手数料】 　　【手数料】
　　　　一台につき2,100円 　　その他の廃家電（大）   １個につき　2,000円 　　　　一台につき2,100円 　　　　一台につき3,000円

　　その他の廃家電（中）　 １個につき　1,000円
　　その他の廃家電（小）　 １個につき　  500円

東和町 橘町 具体的な調整方法久賀町 大島町

協議事項 　　２４　各種事務事業の取扱い 関係項目

調整の内容

事務事業名



大島郡合併協議会の調整内容 参考資料

　　２４－１４　じんあい処理の取扱い

　 　 　 　
　 　 　 　
　 　 　 　
　 　

現　　　　　　　　　　　況

　
⑥一般廃棄物 【概要】 【概要】 【概要】 【概要】 　新町に移行後も当分の間現行のとおりとし、時期
最終処分場 　久賀町大崎に一般廃棄物最終処分場を設置し 　大島町戸田に一般廃棄物最終処分場を設置し 　東和町大字外入に一般廃棄物最終処分場を設置 　橘町蒲ケ浦に一般廃棄物最終処分場を設置してい を見て調整する。

　ている。 　ている。 　している。（土地については全て町有地）   る。　（土地については全て借地）
　一般家庭から排出される陶器、ガラス等を受け 　一般家庭から排出される磁器、陶器、ガラス類 　一般家庭から排出される陶器、ガラス類等を埋め 　一般家庭から排出される埋立てごみを処分。
　入れている。 　を埋め立て処分。 　立て処分。

　有害ごみを仮置している。

　リサイクルできるものは分別し業者に引き渡して 　廃家電製品等を破砕処理して分別し、業者に 　
　いる。 　引き渡している。
　可燃ごみは、大島郡清掃センターへ搬入している。　可燃ごみは大島郡清掃センターへ搬入している。 　

【事務手順】 【事務手順】 【事務手順】 【事務手順】 　 　
　住民は役場で許可書を受け、処分場へ搬入する。 　一般廃棄物以外の持込みは受け入れていない。 　住民から出された埋立ごみをパッカ－車で収集 　住民は、収集日にステーションに排出し、委託業者 　 　
　搬入された廃棄物を職員が検査し投棄させる。 　搬入し埋め立てる。 　が収集し処分場へ搬入する。 　 　
　廃棄物収集運搬の委託業者は、埋め立て作業を 　委託業者により排出水、浸出水の調査を実施し 　収集日以外には住民からの持ち込みも受け付 　水質調査が可能な業者に委託し、排出・浸出水の 　 　
　行う。処分場の管理は職員2人（兼務）で行ってい 　ている。 　ける。（町職員が同行する。） 　調査を実施している。 　
　る。 　委託業者により浸出水の調査を実施している。　　　　　 　
 　 　処分場の管理は町で行っている。　　　　　　　　　　　　　

 　 　 　 　
　

⑦不燃物等 【概要】 　○.新町に移行後も当分の間現行のとおりとし、時期
処理場使用料 　東和町大字和田に瓦処分場を設置している。 を見て調整する。

　（土地については全て借地）  
　一般家庭から排出される瓦、ブロック等を埋め立
  て処分。
【事務手順】
　住民は、役場に申請書を前日までに提出し許可
　を受け、処分場へ搬入する。   
　搬入された廃棄物を町職員が検査し投棄させる。
　（町職員が同行する。）
　処分場の管理は町で行っている。　　　　　　　  

   【久賀町不燃物処理場使用料】       【東和町瓦処分場搬入料】  
      区分 　 金額            区分 　 金額

　    軽四トラック　　 1台分 760円        　軽四トラック　　　1台 760円
　   １ｔ　積トラック    1台分 1,520円 　      １ｔ　積トラック   　1台 1,520円
   　２ｔ　積トラック　  1台分 3,050円 　      ２ｔ積　トラック　 　1台 3,050円

　　  ①　搬入できる日は、役場が開庁しているときとする。

　  　①　使用時間は午前8時30分から午後4時ま 　　  ②　使用時間は午前8時30分より午後4時までとする。

　　　　　でとする。 　　  ③　各車輌とも積載量が2分の1に満たない場合には  
　  　②　各車輌とも積載量が2分の1に満たない 　　　 　  上記金額の2分の1とする。

　　　　　場合は上記金額の2分の1とする。

東和町 橘町 具体的な調整方法

調整の内容

事務事業名 久賀町 大島町

協議事項 　　２４　各種事務事業の取扱い 関係項目



大島郡合併協議会の調整内容 参考資料

　　２４－１４　じんあい処理の取扱い

　 　 　 　
　 　 　 　
　 　 　 　
　 　

現　　　　　　　　　　　況

　
⑧生ごみボックス 　 【ごみ収集ボックス設置補助金】　 【ごみボックス設置補助金】 ○新町に移行後速やかに調整する。補助要綱等
設置補助金 を整備し、補助対象、補助金額等の検討を行う。
　 　　　　　ごみ収集ボックス設置事業補助金 　　　　　ごみ収集ボックス・カラスネット設置

　　　　　ボックス1個につき上限30,000円 　　　　　購入価格の30%
　　　　　　（1,000円未満切捨て）

  
 
 

　  
⑨生ごみ処理機   【生ゴミ処理機購入費補助金】 ○合併時に統一する。
購入費補助金  

  　　　　　生ごみ処理機1個につき上限 20,000円
 　　　　　又は購入価格の30%
 　　　　　　（1,000円未満切捨て）
  
 　　　　　　　実績　１４年度　６台
 
   
  
   

　
　
　

⑩合併処理浄化 【合併処理浄化槽設置補助金】 【合併処理浄化槽設置補助金】 【合併処理浄化槽設置補助金】 【合併処理浄化槽設置補助金】 ○４町に相違がないので現行のとおり新町に引き
槽設置補助金 継ぐ。
　   【補助金額】（単位：千円） 　【補助金額】（単位：千円） 　【補助金額】（単位：千円） 　【補助金額】（単位：千円）

　 　    人槽　　　　補助額 　　　　人槽　　　　　補助額 　　　　　　　人槽　　補助額 　　　　人槽　　　　　補助額
　     5人槽　　　　354 　　　 5人槽　　　　　354 　　　　 　   5人槽　　　354 　　　 5人槽　　　　　354
　     7人槽　　 　　411 　　　 7人槽　　　　　411 　　　　       7人槽　　　411 　 　　7人槽　　　　　411
   　 10人槽　　　　519  　　 10人槽　　　　  519   　　　     10人槽　　  519 　　　10人槽　　　　  519

　

  【補助金内訳】 　【補助金内訳】 　【補助金内訳】 　【補助金内訳】
　　　　国庫補助金　1/3 　　　　国庫補助金　1/3 　　　　国庫補助金　1/3 　　　国費　補助金額の1/3
　　　　県費補助金　1/3 　　　　県費補助金　1/3 　　　　県費補助金　1/3 　　　県費　補助金額の1/3
　　　　町費補助金　1/3 　　　　町費補助金　1/3 　　　　町費補助金　1/3 　　　町費　補助金額の1/3

　
　 　 　

　 　
　 　

　 　 　
　 　 　

東和町 橘町 具体的な調整方法

調整の内容

事務事業名 久賀町 大島町

協議事項 　　２４　各種事務事業の取扱い 関係項目



 

先進地事例 

■ 高田郡6 町 

 

■ 三次市・双三郡6 町村・甲奴町 

 

ごみの収集方法等は、三次市及び双三郡の例による。 

また、分別収集については、一般廃棄物の処理及び清掃に関する法律、各種リサイクル法に基づき対応する。 

ごみ集積所の設置、管理については、三次市、君田村、作木村、吉舎町及び三良坂町の例による。 

(1) ごみ集積所整備事業補助については、吉舎町の例による。 

(2) 生ごみ処理機補助については、三次市の例による。 

(3) 特定家庭用機器廃棄物収集運搬手数料については、現行のとおりとする。 

 

■ 周南市 

 
(1) し尿収集 

   徳山市の例により調整する。ただし、熊毛町の収集方法は、当面現行のとおりとする。 

(2) ごみ収集 

   新町に移行後も当分の間現行のとおりとし、随時調整する。 

(3) 指定ごみ袋 

   新市に移行後、速やかに調整する。 

 

■ 大崎上島町 

 
ごみ収集・廃棄物処理・し尿処理の取扱いについて 

 

 ① 今後新しく設置するごみステーションについては、統一のデザインのものとし、購入のための地元負担はなしとす

る。 

 ② 6 月の第1 日曜日に、町内一斉清掃日を設ける。 

 ③ その他の調整内容については、現行のとおり新町に引き継ぐ。 

 

 

ごみ収集運搬業務は、現行のとおり新町に引き継ぐ。 

し尿の収集運搬業務については、合併時までに委託制とし、新市に引き継ぐ。 

浄化槽汚泥の収集運搬については、現行のとおり新町に引き継ぐ。 

その他の環境衛生事業の取扱いは、 

（1） 生ごみ処理機の設置補助事業については、当分の間継続実施するものとし、補助額については、購入価格

の 2 分の 1 に相当する額又は２万円のいずれか低い額とする。 

（2） 集団資源ごみ回収奨励金については、リサイクルの啓発、分別収集の意識の向上を図るため引き続き実施

する。奨励金の額については、吉田町の例による。 

（3） ごみ収集ステーション設置補助事業については、新市においても引き続き実施し、補助額については、新設

1 施設につき購入価格の 2 分の 1 に相当する額又は 4 万円のいずれか低い額とする。 



 

■ さぬき市 

 

① ごみ収集回数及び方法については、当面は現行のとおりとし、新市において作成する一般廃棄物処理計画 

に基づき調整する。 

② 生ごみ処理機購入補助金制度については、対象者を処理機により生成された製品を自己処理することがで 

きる者とする。また、補助額は次のとおりとする。 

 （生ごみ処理容器） 

    1 世帯につき 2 台まで、購入価格の 2 分の 1 に相当額又は 3,000 円のいずれか低い額。 

 （電気生ごみ処理機） 

    1 世帯につき 1 台まで、購入価格の 2 分の 1 に相当額又は 25,000 円のいずれか低い額。 

 指定ごみ袋販売事業について 

    一般家庭系 大 30 円／袋   中  20 円／袋  小 10 円／袋 

    一般事業系 大200 円／袋  中150 円／袋  小100 円／袋 

 指定ごみ袋販売委託事業について 

一般家庭系委託料 大 4.2 円／袋   中 3.15 円／袋  小 2.1 円／袋 

    一般事業系委託料 大 8.4 円／袋  中 6.3 円／袋  小 4.2 円／袋 

③ その他ごみ収集関係の助成制度及び委託制度、また町内一斉清掃の取扱いについては、新市において、統 

一して実施する。 

④ ただし、一般廃棄物処理事業については、津田町のみが単独で実施しており、今後は一部事務組合で処理さ 

れることから、実施しないこととする。 

 

 

■ 東かがわ市 

 
① し尿収集手数料については、合併時に次のとおり統一する。 

基本料については、90リットル未満1件につき200円とする。90リットル以上18リットルにつき200円とする。

加算料については、ホース延長 40 メートルを超えると、1 本につき 150 円、無臭トイレについては、200 円とす

る。 

② 可燃ごみ処理手数料については、現行のとおりとする。 

③ 持ち込みごみ処理手数料については、合併時に次のとおり統一する。 

   可燃性一般廃棄物10 キロ毎に 100 円、不燃性一般廃棄物10 キロ毎に 100 円、粗大ごみ 10 キロ毎に 20 

0 円とし、単品単価を設定する。 

  個別収集については、希望する世帯において 1 世帯年１回実施し、手数料の金額については、単品単価に

4,000 円を加えた額とする。 

④ 事業系一般廃棄物処理手数料は、廃止する。 

⑤ 可燃ごみの処理については、現行のとおりとする。 

⑥ 不燃ごみの処理については、次のとおり調整する。 

     収集方法は、業者委託とし、収集場所については、ステーション収集及び持込とする。 

     収集頻度については、毎月2 回とし、処理法方は、香川県東部清掃施設組合へ搬入し、手数料は無料とする。

⑦ 粗大ごみの処理については、合併時に次のとおり統一する。 

     収集方法は、原則として持ち込みとし、個別収集も実施する。個別収集については、希望する世帯において 

     1 世帯1 年に 1 回実施する。収集制限は、1 回200 キロ以内とする。 

⑧ 資源化ごみの処理については、合併時に次のとおり統一する。 

     収集方法は、業者委託とし、収集場所については、ステーション収集及び持込とする。 

     収集頻度については、毎月2 回とし、処理法方は、業者委託により再生し、手数料は無料とする。ただし、 

持込については、有料とする。 

 

⑨ ごみを収集しない日については、引田町の例により、香川県東部清掃施設組合の受入日を考慮のうえ調整し、 

合併時に統一する。 

⑩ 収集しないごみについては、引田町の例により調整し、合併時に統一する。 

⑪ 生ごみ堆肥化補助事業については、すべて新町に引き継ぐ。 

⑫ 資源化物回収補助事業については、大内町の例により調整する。 




